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介護支援ロボット導入モデル事業

　福島県の総人口は、平成29年10月１日現在、188万人となっており、そのうち65歳以上の高

齢者人口は56万人で総人口に占める割合が30.2％であり、全国平均の27.7％を上回る数値と

なっている。さらに、団塊の世代が後期高齢者となり国民の３人に１人が65歳以上になるであ

ろう2025年には、65歳以上の高齢者人口が61万人に達すると予想されている。

　このように加速する高齢化に対応するためには、社会システムが高齢化社会にふさわしいもの

となるよう国、県、地域社会、家庭、個人が相互に協力しながら、それぞれの役割を果たすこと

が必要になるとともに、地域において適正な医療保険サービス、福祉サービス、介護サービスを

受けることができる基盤整備が重要となる。

　福島県では、このような現状を受けて「介護支援ロボット導入モデル事業」を実施し介護支援

ロボットの使用により、介護従事者の離職理由のひとつである「腰痛」をどれだけ軽減可能か検

証を行っている。最終的には介護支援ロボットを活用することにより介護従事者の身体的負担の

軽減、人材確保を図ることを目的としている。

　主な事業内容は、①「介護支援ロボットの負担軽減効果の検証」、②「介護支援ロボットの導

入支援」、③「介護福祉士養成校への介護支援ロボット無償貸与」、④「普及・啓発」である。

　①「介護支援ロボットの負担軽減効果の検証」は、平成27年度より継続実施しており今年度

で３年目を迎える。高齢者介護施設において無償貸与し、使用者にヒアリングを行うことにより

介護支援ロボットの導入による負担軽減効果の検証を実施した。加えて検証期間終了後には、各

検証実施施設やロボットメーカーを参集し、負担軽減効果の検証や改良希望の伝達を行った。ま

た検証実施施設の見学会や実践セミナーを開催することにより、介護支援ロボットの利活用促進

を図った。

　今年度より②「介護支援ロボットの導入支援」として、介護支援ロボット導入費用の３分の２

を補助することにより、県内21施設において介護支援ロボットを導入いただいた。

　その他、未来の介護を担う若者に介護支援ロボットを理解してもらうことを目的とした③「介

護福祉士養成校への介護支援ロボット無償貸与」や、④「普及・啓発」として各種イベントへの

参加や展示会に出展し、介護関係者だけでなく、一般県民に向けての普及・啓発活動にも努め

た。

　※当事業は、一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構が福島県からの委託を受け実施し

た。

１　事業概要
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１　事業概要／２　本報告書について／
3　介護支援ロボット検証事業　～負担軽減効果の検証～

⑴　検証方法
①　検証方法

　・�検証実施施設に対して介護支援ロボット１種を４ヶ月間無償貸与し、介護業務、使用時間、

使用人数などの指定はせず、施設ごとに使いやすい方法で使用いただいた。

　・�検証期間中、ロボットに関する講習を受講した、一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機

構の専門員が月１回程度、検証実施施設を訪問した。

　　�なお訪問の際には使用状況の確認、使用に関する問題点の改善や運用方法のアドバイスを

行った。

　・�検証終了後にアンケートを実施し使用者情報等を把握するとともに、検証会議において負担

軽減効果の有無やロボットの改良してほしい点などについて確認を行った。

　　（アンケートの調査項目については、54～56ページに掲載。）

②　検証期間

　　平成29年６月～平成29年10月（４ヶ月間）

③　検証対象機種

　・ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ02モデル（CYBERDYNE株式会社）

　・腰補助用マッスルスーツ®新型スタンドアローン（株式会社イノフィス）

　　（各ロボットの説明については、57～58ページに掲載。）

④　検証実施施設

　・ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ02モデル　６施設

　・腰補助用マッスルスーツ®新型スタンドアローン　10施設

　　（検証実施施設一覧表は、59ページに掲載。）

　本報告書は、介護支援ロボット検証事業における介護支援ロボットの負担軽減効果の検証結果及び、

介護支援ロボットの導入支援、介護福祉士養成校への無償貸与、普及・啓発の結果をまとめたもので

ある。

3　介護支援ロボット検証事業　～負担軽減効果の検証～

２　本報告書について
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介護支援ロボット導入モデル事業

⑵　検証結果
①　ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ02モデル検証結果報告

ア　検証結果

　ア　検証終了後アンケート

　　�　ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ02モデル（以下「ＨＡＬ腰タイプ」という。）の負担軽減効

果を検証するため、検証期間終了後にアンケートを実施した。結果については、以下のとお

りである。

　　ａ　使用者の内訳

　　　・ＨＡＬ腰タイプを使用したのは、27名であった。

　　　・性別は、男性が15名（56％）、女性が12名（44％）となった。（図1-1）

　　　・年代は、30代が14名（52％）と最も多かった。（図1-2）

　　　・�腰痛の有無については、「腰痛がある」と回答した使用者が15名（56％）となった。

（図1-3）

　　　・�男女別での腰痛の有無については、男性使用者では、15名中８名（53％）、女性使用者

では、12名中７名（58％）が「腰痛がある」と回答した。（図1-4、図1-5）

性別（n=27） 年代（n=27）

腰痛の有無（n=27） 腰痛の有無（男）（n=15） 腰痛の有無（女）（n=12）

男 56%

女 44%

44% 56%

腰痛あり 56%

腰痛なし 44%

44% 56%

腰痛あり 53%

腰痛なし 47%

47% 53%

腰痛あり 58%

腰痛なし 42%

42% 58%

20代 26%

30代 52%

図1-3 図1-4 図1-5

図1-1 図1-2

40代 15%

50代 7%

52%

15% 26%

7%
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3　介護支援ロボット検証事業　～負担軽減効果の検証～

　　ｂ　装着について

　　　・装着については、27名中15名（56％）が「簡単だった」と回答した。（図1-6）

　　　・�男性使用者では、15名中12名（80％）、女性使用者では、12名中３名（25％）が����

「簡単だった」と回答した。（図1-7、図1-8）

　　　・�装着にかかる時間は、「３～５分」が最も多く、27名中13名（48％）となった。�����

（図1-9）

装着について（n=27） 装着について（男）（n=15） 装着について（女）（n=12）

装着にかかる時間（n=27） 装着にかかる時間（男）（n=15） 装着にかかる時間（女）（n=12）

簡単 56%

難しい 44%

44% 56%

1～3分 33%

3～5分 48% 3～5分 47%

5～10分 19%

19%

48%

33%
20%

47%

33%
17%

50%

33%

1～3分 33%
5～10分 20%

3～5分 50%

1～3分 33%
5～10分 17%

簡単 80%

難しい 20%

20%

80%

簡単 25%

難しい 75%

75%

25%

図1-9 図1-10

図1-8

図1-11

図1-6 図1-7
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介護支援ロボット導入モデル事業

　　ｃ　使用頻度、使用時間

　　　・�使用頻度については、１週間に「１回」と回答した使用者が最も多く、27名中８名

（30％）、次いで「３回」が27名中７名（26％）となった。（図1-12）

　　　・�１回の使用時間については、「１時間以上」と回答した使用者が最も多く、27名中18名

（67％）となった。（図1-13）

　　ｄ　使いこなせるまでの期間について

　　　・�使いこなせるまでの期間については、「まだ慣れていない」と回答した使用者が最も多

く、27名中14名（52％）となった。（図1-14）
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使用時間（１回）（n=27）

0%

4% 7% 4%

0% 0%

7%7% 4%

67%

図1-1３

％

使用頻度（週）（n=27）

30%

19%

26%

0% 0%

7%

11%

4% 4%

使いこなせるまでの期間（n=27）
1週間 3%

半月 15%半月 15%

1ヵ月 15%

2ヵ月 11%

3ヵ月 4%

まだ慣れていない
52%

図1-14

52%

4%

11%

3%

15%

15%
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3　介護支援ロボット検証事業　～負担軽減効果の検証～

　　ｅ　介護業務別の使用について

　　　・�ＨＡＬ腰タイプが最も多く使用された介護業務は、排泄介助（オムツ交換）で27名中

27名（100％）が使用した。（図1-15）

　　　・逆に身体清拭（22％）とリネン交換（30％）は、使用割合が低かった。（図1-15）

介護業務別でのＨＡＬ腰タイプの使用について（n=27）

図1-15

％0 20 40 60 80 100

リネン交換

体位交換

身体清拭

入浴介助（洗身・洗髪）

入浴介助（立位不安定な要介護者の衣類着脱）

入浴介助（寝たきり要介護者の衣類着脱）

入浴介助（車椅子⇔ベッド⇔リフト移乗）

排泄介助（オムツ交換）

排泄介助（立位保持介助）

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）

移乗介助（車椅子⇔便座）

移乗介助（車椅子⇔ベッド）

移乗介助（車椅子⇔椅子） 67%67% 30%30% 4%4%

59%59% 33%33% 7%7%

70%70% 26%26% 4%4%

78%78% 19%19% 4%4%

100%100%

48%48% 48%48% 4%4%

56%56% 41%41% 4%4%

52%52% 44%44% 4%4%

48%48% 48%48% 4%4%

22%22% 74%74% 4%4%

74%74% 22%22% 4%4%

30%30% 67%67% 4%4%

89%89% 7%7% 4%4%

使用　　　　未使用　　　　無回答



8

介護支援ロボット導入モデル事業

　　ｆ　介護業務別の負担軽減効果について

　　　　各介護業務別での負担軽減効果は、以下のとおりとなった。

　　　⒜　移乗介助（車椅子⇔椅子）

　　　　�　27名中18名が移乗介助（車椅子⇔椅子）で使用し、そのうち10名（56％）が「負担

軽減効果があった」と回答した。（図1-16）

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（n＝18）

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（男）（n=11）

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（女）（n=7）

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（腰痛あり）（n=10）

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（腰痛なし）（n=8）

あった 56%

なかった 44%

44% 56%

50% 50%
38%

62%

あった 50%

なかった 50%

あった 62%

なかった 38%

あった 73%

なかった 27%

27%

73%

あった 29%

なかった 71%

71%

29%

図1-16 図1-19

図1-18

図1-20

図1-17
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3　介護支援ロボット検証事業　～負担軽減効果の検証～

　　　⒝　移乗介助（車椅子⇔ベッド）

　　　　�　27名中24名が移乗介助（車椅子⇔ベッド）で使用し、そのうち15名（62％）が「負

担軽減効果があった」と回答した。（図1-21）

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（n=24）

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（男）（n=14）

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（女）（n=10）

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（腰痛あり）（n=13）

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（腰痛なし）（n=11）

あった 62%

なかった 38%

38% 62%

31%

69%
45% 55%

あった 69%

なかった 31%

あった 55%

なかった 45%

あった 71%

なかった 29%

29%

71%

あった 50%

なかった 50%

50% 50%

図1-21 図1-24

図1-23

図1-25

図1-22

図 1-26 図1-27
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介護支援ロボット導入モデル事業

　　　⒞　移乗介助（車椅子⇔便座）

　　　　�　27名中16名が移乗介助（車椅子⇔便座）で使用し、そのうち４名（25％）が「負担

軽減効果があった」と回答した。（図1-28）

移乗介助（車椅子⇔便座）（n=16） 移乗介助（車椅子⇔便座）
（男）（n=9）

移乗介助（車椅子⇔便座）
（女）（n=7）

移乗介助（車椅子⇔便座）
（腰痛あり）（n=9）

移乗介助（車椅子⇔便座）
（腰痛なし）（n=7）

あった 25%

なかった 75%

75%

25%

78%

22%
71%

29%

あった 22%

なかった 78%

あった 29%

なかった 71%

あった 33%

なかった 67%

67%

33%

あった 14%

なかった 86%

86%

14%

図1-28 図1-31

図1-30

図1-32

図1-29

図 1-33 図 1-34
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3　介護支援ロボット検証事業　～負担軽減効果の検証～

　　　⒟　移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）

　　　　�　27名中19名が移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）で使用し、そのうち10名

（53％）が「負担軽減効果があった」と回答した。（図1-35）　

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（n=19）

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（男）（n=13）

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（女）（n=6）

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（腰痛あり）（n=10）

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（腰痛なし）（n=9）

あった 53%

なかった 47%

47% 53%

40%
60%

56% 44%

あった 60%

なかった 40% あった 44%

なかった 56%

あった 69%

なかった 31%

31%

69%

あった 17%

なかった 83%

83%

17%

図1-35 図1-38

図1-37

図1-39

図1-36

図1-40
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介護支援ロボット導入モデル事業

　　　⒠　排泄介助（立位保持介助）

　　　　�　27名中21名が排泄介助（立位保持介助）で使用し、そのうち８名（38％）が「負担

軽減効果があった」と回答した。（図1-41）

排泄介助（立位保持介助）（n=21） 排泄介助（立位保持介助）
（男）（n=13）

排泄介助（立位保持介助）
（女）（n=8）

排泄介助（立位保持介助）
（腰痛あり）（n=12）

排泄介助（立位保持介助）
（腰痛なし）（n=9）

あった 38%

なかった 62%

62%
38%

67%

33% 56% 44%

あった 33%

なかった 67%

あった 44%

なかった 56%

あった 46%

なかった 54%

54% 46%

あった 25%

なかった 75%

75%

25%

図1-41 図1-44

図1-43

図1-45

図1-42

図 1-46 図 1-47
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3　介護支援ロボット検証事業　～負担軽減効果の検証～

　　　⒡　排泄介助（オムツ交換）

　　　　�　27名中27名が排泄介助（オムツ交換）で使用し、そのうち13名（48％）が「負担軽

減効果があった」と回答した。（図1-48）

排泄介助（オムツ交換）（n=27） 排泄介助（オムツ交換）
（男）（n=15）

排泄介助（オムツ交換）
（女）（n=12）

排泄介助（オムツ交換）
（腰痛あり）（n=15）

排泄介助（オムツ交換）
（腰痛なし）（n=12）

あった 48%

なかった 52%

52% 48%

47% 53% 58% 42%

あった 53%

なかった 47%

あった 42%

なかった 58%

あった 40%

なかった 60%

60%
40%

あった 58%

なかった 42%

42% 58%

図1-48 図1-51

図1-50

図1-52

図1-49

図 1-53 図1-54
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介護支援ロボット導入モデル事業

　　　⒢　体位交換

　　　　�　27名中20名が体位交換で使用し、そのうち８名（40％）が「負担軽減効果があっ

た」と回答した。（図1-55）

体位交換（n＝20） 体位交換
（男）（n=12）

体位交換
（女）（n=8）

体位交換
（腰痛あり）（n=10）

体位交換
（腰痛なし）（n=10）

あった 40%

なかった 60%

60%
40%

50% 50% 70%

30%

あった 50%

なかった 50%

あった 30%

なかった 70%

あった 42%

なかった 58%

58% 42%

あった 37%

なかった 63%

63%

37%

図1-55 図1-58

図1-57

図1-59

図1-56

図1-60

図 1-61
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　　　⒣　入浴介助

　　　　�　入浴介助では、27名中13名が「車椅子⇔ベッド⇔リフト移乗」で使用し、そのうち

７名（54％）が「負担軽減効果があった」と回答した。（図1-62）

入浴介助（車椅子⇔ベッド
⇔リフト移乗）（n＝13）

入浴介助（寝たきり要介護者
の衣類着脱）（n=15）

入浴介助（立位不安定な要介護者
の衣類着脱）（n=14）

入浴介助（洗身・洗髪）
（n=13）

57% 43%

92%

8%

あった 43%

なかった 57%

あった 8%

なかった 92%

あった 54%

なかった 46%

46% 54%

あった 40%

なかった 60%

60%
40%

図1-64

図1-63

図1-65

図1-62

図 1-66 図1-67
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　　ｇ　今後も使用したいか

　　　・�「今後もＨＡＬ腰タイプを使用したいか」という質問に対し、「使用したい」、「どちらか

といえば使用したい」と回答した使用者は、27名中５名（18％）となった。（図1-68）

　　　・�男性使用者では、15名中３名（20％）、女性使用者では、12名中２名（17％）が、「使

用したい」、「どちらかといえば使用したい」と回答した。（図1-69、図1-70）

　　　・�腰痛がある使用者では、15名中４名（26％）、腰痛がない使用者では、12名中１名

（８％）が、「使用したい」、「どちらかといえば使用したい」と回答した。（図1-71、

図1-72）

　　　回答の理由は次のとおりであった。

　　　【使用したい】

　　　・ＨＡＬのアシストが加わることで腰への負担が大きく軽減されるため。

　　　【どちらかといえば使用したい】

　　　・装着するのに慣れる必要があるが、腰への負担を減らすため使用したい。

　　　・腰痛予防や人材不足を補うため。

　　　【どちらかといえば使用したくない】

　　　・使う場面が限られている。

今後も使用したいか（n=27） 今後も使用したいか（男）（n=15） 今後も使用したいか（女）（n=12）

今後も使用したいか（腰痛あり）（n=15） 今後も使用したいか（腰痛なし）（n=12）

使用したい 7%

どちらかといえば
使用したい 11%

どちらかといえば
使用したくない 78%

使用したくない 4%

78%

11%

7%4%

7%

67%

13%

13%

92%

8%

どちらかといえば
使用したい  8%

どちらかといえば
使用したくない 92%

使用したい 7%

使用したい 13%

7%

13%

80%

使用したい 9%

75%

8%
8%

9%

図1-68 図1-71

図1-70

図1-72

図1-69

どちらかといえば
使用したい 13%

どちらかといえば
使用したい 13%

どちらかといえば
使用したい 8%

どちらかといえば
使用したくない 80%

どちらかといえば
使用したくない 67%

どちらかといえば
使用したくない 75%

使用したくない
 8%

使用したくない 7%
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　　　・�装着に時間がかかるし動きにくい。一時的には負担は軽減するが、全体的にはあまり必

要ないと感じた。

　　　・使用時のメリットよりもデメリットの方が多く感じたため。

　　　・ＨＡＬの動きにこちらが合わせることが多く、身体への負担が多く感じた。

　　　・�短い時間でのＨＡＬの使用だったので慣れておらず、腰痛と疲労が出るため使用はした

くないと思った。

　　　【使用したくない】

　　　・腰痛の際は、使用が難しいと思う。

　　ｈ　今後普及すべきだと思うか

　　　・�「今後ＨＡＬ腰タイプを普及すべきだと思うか」という質問に対し、「普及すべきだと思

う」と回答した使用者は、27名中11名（41％）となった。（図1-73）

　　　・�男性使用者では、15名中９名（60％）、女性使用者では、12名中２名（16％）が、「普

及すべきだと思う」と回答した。（図1-74、図1-75）

　　　・�腰痛がある使用者では、15名中７名（47％）、腰痛がない使用者では、12名中４名

（33％）が、「普及すべきだと思う」と回答した。（図1-76、図1-77）

普及すべきだと思うか（n=27） 普及すべきだと思うか（男）（n=15） 普及すべきだと思うか（女）（n=12）

普及すべきだと思うか（腰痛あり）（n=15） 普及すべきだと思うか（腰痛なし）（n=12）

思う 41%

思わない 7%

どちらともいえない
52%

52% 41%

53% 47%
50%

17% 33%

思う 47%

どちらともいえない
53%

どちらともいえない 50%

思う 33%

思う 60%

どちらともいえない
40%

40% 60%

思う 16%思わない 17%

思わない 17%

67%

16%17%

図1-73 図1-76

図1-75

図1-77

図1-74

どちらともいえない 67%

7%
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　　　回答の理由は次のとおりであった。

　　　【普及すべきだと思う】

　　　・腰痛が軽減されれば、より良いケアが可能だと感じた。

　　　・�普及していくことによって、介護支援ロボットの技術が向上すると思うので、普及は必

要と考える。

　　　【どちらともいえない】

　　　・もっと使いやすいタイプがでればいいと思う。

　　　・�ロボットを使用することで、職員の負担軽減に繋がるのであれば普及してほしいと思う

が、使用することで負担になってしまうのであれば普及は難しくなるのかなと思う。

　　　【普及すべきだと思わない】

　　　・重い。

　　　・数名しか使用出来ないため、あまり効果は得られないと思う。

　イ　検証会議

　　�　検証期間終了後に開催した検証会議において、検証実施施設６施設より、以下の報告が

あった。

　　【負担軽減効果があったと思う介護場面】

　　・�かがんだ状態でアシストを受けることで、腰への負担は使用していない時と明確に差があ

ると実感した。

　　・�一人移乗介助時には、身体を引っ張ってもらうアシストが分かりやすく、腰の痛みの軽減

に繋がったと思う。体重のある方の二人移乗時も、身体を引き上げてもらうため体の負担

の軽減を感じた。

　　・�オムツ交換や体位変換、着脱介助の際の中腰姿勢が継続する時に、ＨＡＬのアシストがあ

ると腰の負担がないと感じた。

　　・�車椅子⇔ベッド移乗時、利用者の状態に合わせてトルクの調整することで、腰の負担が軽

減された。中腰のキープ時間が短い時は、軽減の効果を感じた。

　　・�移乗介助時にアシストされた時は、少しだけ腰への負担が軽減されたように感じた。

　　※なお、「負担軽減効果を特に感じなかった。」という意見もあった。

　　【使いにくいと感じた場面】

　　・�設定を調整し使用したが、意に反した動きをする。かがみたいのに起こそうとする動き

や、反復する動きが続く。

　　・狭い所で利用者にロボットが当たったり動きにくかった。

　　・�夏場での使用だったため汗をかきすぎてしまい、電極パッドが剥がれてしまうことが何度
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かあった。

　　・夜間使用時、操作音やパワーユニットの音が気になる。起きてしまう利用者もいた。

　　・装着や使用方法等に慣れるまで時間がかかってしまう。

　　・腰痛がある時、装着方法、重さ、不意のＨＡＬ動作で腰の痛みが増す状況があった。

　　・�使えば使う程、介護場面によっては、ＨＡＬのアシストの効果が適しているのか疑問に感

じた時があった。

　　【どのように改良してほしいか】

　　・電極パッドを貼らない、衣服の上からでも使用できるものにする。

　　・皮膚にやさしく剥がれにくい電極パッドがあると理想。

　　・�夜間使用のため、ボタン操作音の音量調整が可能になればと思う。（もっと小さく出来る

ように。）

　　・ＨＡＬ自体の大きさが、もう少しでも小さいと動くのにいいと思う。

　　・しゃがむ動作の時に腹部への負担が感じられていたので、軽減して欲しいと思う。

　　・装着が簡単で、軽量化。腰の負担軽減はあるものの、ＨＡＬの重さで疲労感が増す。

　　・使用制限がなく、誰もが使用できるとよい。（サイズ等）

　　・通気性がいいもの。

イ　考察（まとめ）

　　今回の検証におけるＨＡＬ腰タイプの使用者は27名となった。

　�　検証終了後のアンケートにおいて「負担軽減効果があった」との回答が最も多かった介護

業務は、移乗介助（車椅子⇔ベッド）であり27名中24名が使用し、そのうち15名（62％）が

負担軽減効果を実感している。（図1-21）その他、移乗介助（車椅子⇔椅子）で56％、移乗

介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）で53％の使用者が負担軽減効果を実感している。（図

1-16、図1-35）

　�　一方で、排泄介助（立位保持介助・オムツ交換）や体位交換といった中腰姿勢での介護業務

では、「負担軽減効果がなかった」との回答が多かった。排泄介助（オムツ交換）や体位交換

で使用した使用者からは、「中腰姿勢でいるとＨＡＬが勝手に動いてしまう。」、「クイクイと

ＨＡＬが安定せず介助しにくかった。」などの報告があった。このような報告は、平成27年度

よりあがっている。メーカーは、それを受け中腰姿勢でもＨＡＬ腰タイプが安定しやすいよう

に改良を行った。今回の検証において、改良されたＨＡＬ腰タイプを使用したが、「安定しな

い」という意見があがっていた。メーカーには更なる改良に努めていただきたいと考える。

　�　「今後もＨＡＬ腰タイプを使用したいか」という問いに対し、「どちらかと言えば使用したく

ない」と回答した使用者が最も多く、27名中21名（78％）という結果となった。（図1-68）
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「どちらかと言えば使用したくない」と回答した理由には、「使う場面が限られている。」、「Ｈ

ＡＬの動きにこちらが合わせることが多く、身体への負担が多く感じた。」、「短い期間でのＨ

ＡＬの使用だったので慣れておらず、腰痛と疲労が出るため使用はしたくないと思った。」な

どがあげられた。

　�　ＨＡＬ腰タイプをうまく使いこなすことが出来ず、負担軽減効果を感じることがなかったた

め、「今後も使用したい」と回答した使用者が少なかったのではないかと考える。

　�　負担軽減効果を実感するためには、まずＨＡＬ腰タイプを使いこなすことが重要だと考え

る。そのためにも、いつ、誰が、どの介護業務で使用するかなど、運用方法をきちんと決定し

使用していくことが大切である。まずは、「負担軽減効果があった」との回答が多かった、「移

乗介助」で使用し、慣れてきたら、オムツ交換や体位交換などの中腰姿勢の多い介護業務で使

用するなど、使用の幅を広げていく。本来であれば、すぐに使いこなすことができ負担軽減効

果を実感できるのが理想だが、現段階の物では難しい。ＨＡＬ腰タイプの特性をしっかりと理

解し、計画的に使用していくことが上手に使いこなしていくカギとなると考える。

　�　また、ＨＡＬ腰タイプを使いこなし負担軽減効果を感じるまでに、４ヶ月間という検証期間

は短かったのではないかと考える。運用のアドバイスや装着についての指導を行う専門員の施

設訪問も、１ヵ月に１回程度だったために、疑問や問題点をすぐに改善することが出来なかっ

たためＨＡＬ腰タイプの装着から離れてしまい、使いこなすことが出来なかったことも考えら

れる。

　�　今後ＨＡＬ腰タイプを介護現場で活用させていくには、メーカーの改良も必要だが、使用者

がＨＡＬ腰タイプに慣れるよう運用方法を明確にし、使用者の定期的なフォローアップを行う

ことが大切である。今後ＨＡＬ腰タイプがより一層介護現場で活躍することを願う。
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②　腰補助用マッスルスーツ®新型スタンドアローン検証結果報告

ア　検証結果

　ア　検証終了後アンケート

　　�　腰補助用マッスルスーツ®新型スタンドアローン（以下「マッスルスーツ」という。）の

負担軽減効果を検証するため、検証期間終了後にアンケートを実施した。結果については、

以下のとおりである。

　　ａ　使用者の内訳

　　　・マッスルスーツを使用したのは、85名であった。

　　　・性別は、男性が26名（31％）、女性が59名（69％）となった。（図2-1）

　　　・年代は、20代、30代ともに32名（38％）となった。（図2-2）

　　　・�腰痛の有無については、「腰痛がある」と回答した使用者が39名（46％）となった。

（図2-3）

　　　・�男女別の腰痛の有無については、男性使用者では、26名中11名（42％）、女性使用者

では、59名中28名（47％）が、「腰痛がある」と回答した。（図2-4、図2-5）

性別（n=85） 年代（n=85）

腰痛の有無（n=85） 腰痛の有無（男）（n=26） 腰痛の有無（女）（n=59）

男 31%

女 69%

69%

31%

腰痛あり 46%

腰痛なし 54%

54% 46%

腰痛あり 42%

腰痛なし 58%

58% 42%

腰痛あり 47%

腰痛なし 53%

53% 47%

20代 38%

10代 1%

30代 38%

図2-3 図2-4 図2-5

図2-1 図2-2

40代 18%
50代 5%

60代 1%

38%

18% 38%

5%

1%1%
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　　ｂ　装着について

　　　・装着については、85名中56名（66％）が「簡単だった」と回答した。（図2-6）

　　　・�男性使用者では、26名中22名（85％）、女性使用者では、59名中34名（57％）が、

「簡単だった」と回答した。（図2-7、図2-8）

　　　・�装着にかかる時間は、「１～３分」と回答した使用者が85名中41名（48％）と最も多

かった。（図2-9）

装着について（n=85） 装着について（男）（n=26） 装着について（女）（n=59）

装着にかかる時間（n=85） 装着にかかる時間（男）（n=26） 装着にかかる時間（女）（n=59）

簡単 66%

難しい 32%

無回答 2%

無回答 1% 無回答 4%

無回答 4% 無回答 2%

32%

66%

1～3分 48%

10分以上 4% 10分以上 4% 10分以上 3%

3～5分 42% 3～5分 31%

5～10分 5%

4%
4%

4%

31% 57%

5%

48% 44%

1～3分 57%

5～10分 4%

3～5分 48% 1～3分 44%

5～10分 5%

簡単 85%

難しい 11%

簡単 57%

難しい 41%

41%

57%

図2-9 図2-10

図2-8

図2-11

図2-6 図2-7

2%

11%

85%

4% 2%

5%
4%

42%

48%

1% 3%
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　　ｃ　使用頻度、使用時間

　　　・�使用頻度については、１週間に「１回」と回答した使用者が最も多く、85名中33名

（39％）となった。（図2-12）

　　　・�１回の使用時間については、「30分」と回答した使用者が最も多く、85名中25名

（29％）となった。（図2-13）

　　ｄ　使いこなせるまでの期間について

　　　・�使いこなせるまでの期間については、「まだ慣れていない」と回答した使用者が最も多

く、85名中45名（53％）となった。（図2-14）
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使用頻度（週）（n=85）

39%

21%

15%

4%
0%

5%

9%

1%

6%

図2-12

％

使用時間（１回）（n=85）

9%

19%13%
12%

29%

4%
1%

6% 7%

図2-1３

％

使いこなせるまでの期間（n=85）
1週間 16%無回答 1%

半月 15%

1ヵ月 15%まだ慣れていない 53%

図2-14

53%

16%

15%

15%

1%
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　　ｅ　介護業務別の使用について

　　　・�マッスルスーツが、最も多く使用された介護業務は、排泄介助（オムツ交換）で、85

名中68名（80％）が使用した。（図2-15）

　　　・逆に身体清拭（７％）、リネン交換（18％）は、使用割合が低かった。（図2-15）

介護業務別でのマッスルスーツの使用について（n=85）

図2-15

％0 20 40 60 80 100

リネン交換

体位交換

身体清拭

排泄介助（オムツ交換）

排泄介助（立位保持介助）

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）

移乗介助（車椅子⇔便座）

移乗介助（車椅子⇔ベッド）

移乗介助（車椅子⇔椅子） 47% 51% 2%

71% 27% 2%

28% 68% 4%

38%

32% 62%

56%

6%

6%

80% 15% 5%

7% 89% 4%

49% 47% 4%

18% 79% 4%

使用　　　　未使用　　　　無回答
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　　ｆ　介護業務別の負担軽減効果について

　　　　各介護業務別での負担軽減効果は、以下のとおりとなった。

　　　⒜　移乗介助（車椅子⇔椅子）

　　　　�　85名中40名が移乗介助（車椅子⇔椅子）で使用し、そのうち26名（65％）が「負担

軽減効果があった」と回答した。（図2-16）

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（n=40）

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（男）（n=14）

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（女）（n=26）

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（腰痛あり）（n=18）

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（腰痛なし）（n=22）

あった 65%

なかった 35%

35%

65%

33%
67%

36%
64%

あった 67%

なかった 33%

あった 64%

なかった 36%

あった 57%

なかった 43%

43% 57%

あった 69%

なかった 31%

31% 69%

図2-16 図2-19

図2-18

図2-20

図2-17

図2-21 図2-22
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　　　⒝　移乗介助（車椅子⇔ベッド）

　　　　�　85名中60名が移乗介助（車椅子⇔ベッド）で使用し、そのうち41名（68％）が「負

担軽減効果があった」と回答した。（図2-23）　　

　　　

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（n=60）

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（男）（n=19）

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（女）（n=41）

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（腰痛あり）（n=27）

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（腰痛なし）（n=33）

あった 68%

なかった 32%

32%

68%

26%

74%

36%
64%

あった 74%

なかった 26%

あった 64%

なかった 36%

あった 63%

なかった 37%

37%
63%

あった 71%

なかった 29%

29%

71%

図2-23 図2-26

図2-25

図2-27

図2-24

図 2-28 図2-29
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　　　⒞　移乗介助（車椅子⇔便座）

　　　　�　85名中24名が移乗介助（車椅子⇔便座）で使用し、そのうち12名（50％）が「負担

軽減効果があった」と回答した。（図2-30）

移乗介助（車椅子⇔便座）（n=24） 移乗介助（車椅子⇔便座）
（男）（n=7）

移乗介助（車椅子⇔便座）
（女）（n=17）

移乗介助（車椅子⇔便座）
（腰痛あり）（n=9）

移乗介助（車椅子⇔便座）
（腰痛なし）（n=15）

あった 50%

なかった 50%

50% 50%

44% 56% 53% 47%

あった 56%

なかった 44%

あった 47%

なかった 53%

あった 43%

なかった 57%

57% 43%

あった 53%

なかった 47%

47% 53%

図2-30 図2-33

図2-32

図2-34

図2-31

図 2-35 図2-36
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　　　⒟　移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）

　　　　�　85名中32名が移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）で使用し、そのうち19名

（59％）が「負担軽減効果があった」と回答した。（図2-37）

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（n=32）

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（男）（n=11）

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（女）（n=21）

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（腰痛あり）（n=14）

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（腰痛なし）（n=18）

あった 59%

なかった 41%

41%
59%

36%

64%
44% 56%

あった 64%

なかった 36%

あった 56%

なかった 44%

あった 55%

なかった 45%

45%
55%

あった 62%

なかった 38%

38%

62%

図2-37 図2-40

図2-39

図2-41

図2-38

図 2-42 図2-43
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　　　⒠　排泄介助（立位保持介助）

　　　　�　85名中27名が排泄介助（立位保持介助）で使用し、そのうち13名（48％）が「負担

軽減効果があった」と回答した。（図2-44）

排泄介助（立位保持介助）（n=27） 排泄介助（立位保持介助）
（男）（n=5）

排泄介助（立位保持介助）
（女）（n=22）

排泄介助（立位保持介助）
（腰痛あり）（n=10）

排泄介助（立位保持介助）
（腰痛なし）（n=17）

あった 48%

なかった 52%

52% 48%

30%

70% 65%
35%

あった 70%

なかった 30% あった 35%

なかった 65%

あった 60%

なかった 40%

40% 60%

あった 45%

なかった 55%

55% 45%

図2-44 図2-47

図2-46

図2-48

図2-45

図 2-49
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　　　⒡　排泄介助（オムツ交換）

　　　　�　85名中68名が排泄介助（オムツ交換）で使用し、そのうち46名（68％）が「負担軽

減効果があった」と回答した。（図2-50）

排泄介助（オムツ交換）（n=68） 排泄介助（オムツ交換）
（男）（n＝18）

排泄介助（オムツ交換）
（女）（n=50）

排泄介助（オムツ交換）
（腰痛あり）（n=33）

排泄介助（オムツ交換）
（腰痛なし）（n=35）

あった 68%

なかった 32%

32%

68%

18%

82%

46% 54%

あった 82%

なかった 18%

あった 54%

なかった 46%

あった 83%

なかった 17%

17%

83%

あった 62%

なかった 38%

38%
62%

図2-50 図2-53

図2-52

図2-54

図2-51

図 2-56

図 2-55
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　　　⒢　体位交換

　　　　�　85名中42名が体位交換で使用し、そのうち26名（62％）が「負担軽減効果があっ

た」と回答した。（図2-57）

体位交換（n=42） 体位交換（男）（n=13） 体位交換（女）（n=29）

体位交換
（腰痛あり）（n=17）

体位交換
（腰痛なし）（n=25）

あった 62%

なかった 38%

38%

62%

29%

71%

44% 56%

あった 71%

なかった 29%

あった 56%

なかった 44%

あった 69%

なかった 31%

31%

69%

あった 59%

なかった 41%

41% 59%

図2-57 図2-60

図2-59

図2-61

図2-58

図 2-62 図2-63
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介護支援ロボット導入モデル事業

　　ｇ　今後も使用したいか

　　　・�「今後もマッスルスーツを使用したいか」という質問に対し、「使用したい」、「どちらか

といえば使用したい」と回答した使用者は、85名中46名（54％）となった。（図2-64）

　　　・�男性使用者では、26名中16名（61％）、女性使用者では、59名中30名（51％）が、

「使用したい」、「どちらかといえば使用したい」と回答した。（図2-65、図2-66）

　　　・�腰痛がある使用者では、39名中22名（56％）、腰痛がない使用者では、46名中24名

（53％）が、「使用したい」、「どちらかといえば使用したい」と回答した。（図2-67、

図2-68）

　　　回答の理由は次のとおりであった。

　　　【使用したい】

　　　・腰の負担が減った。

　　　・装着が簡単であり、今後、介護施設での使用が当たり前になるだろうから。

　　　【どちらかといえば使用したい】

　　　・しっかりと習慣化出来れば、疼痛緩和、腰痛予防には効果的と考えるため。

　　　・使うべきところでうまく使えば、負担軽減できるから。

今後も使用したいか（n=85） 今後も使用したいか（男）（n=26） 今後も使用したいか（女）（n=59）

今後も使用したいか（腰痛あり）（n=39） 今後も使用したいか（腰痛なし）（n=46）

使用したい 8%

どちらかといえば
使用したい 46%

どちらかといえば
使用したくない 39%

使用したくない 3%
無回答 4%

39% 46%

8%3%

4%

3%

5%

36% 46%

10%

41%

4%
2%

46%

7%

どちらかといえば
使用したい  46%

どちらかといえば
使用したくない 41%

使用したくない
 4%

使用したい 15%無回答 8% 無回答 2%

無回答 5% 無回答 2%使用したい 10%

15%
8%

46%

31%

使用したい 5%

使用したい 7%

42% 46%

5% 5%
2%

図2-64 図2-67

図2-66

図2-68

図2-65

どちらかといえば
使用したい 46%

どちらかといえば
使用したい 46%

どちらかといえば
使用したい  46%

どちらかといえば
使用したくない 31%

どちらかといえば
使用したくない 36%

どちらかといえば
使用したくない 42%

使用したくない
 5%

使用したくない
 3%
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3　介護支援ロボット検証事業　～負担軽減効果の検証～

　　　・慣れてくると、利用者さんに対しても負担が減っていいと思うから。

　　　・しっかりと使いこなせば、身体の負担は小さくなるので。

　　　【どちらかといえば使用したくない】

　　　・ロボット本体が重い。

　　　・もう少しコンパクト、軽量になったらいいと思う。

　　　【使用したくない】

　　　・もう少し軽く肩に負担のない物であれば考えるが、今の物は使いたくない。

　　ｈ　今後普及すべきだと思うか

　　　・�「今後マッスルスーツを普及すべきだと思うか」という質問に対し、「普及すべきだと思

う」と回答した使用者は、85名中47名（55％）となった。（図2-69）

　　　・�男性使用者では、26名中15名（58％）、女性使用者では、59名中32名（54％）が、

「普及すべきだと思う」と回答した。（図2-70、図2-71）

　　　・�腰痛がある使用者では、39名中26名（67％）、腰痛がない使用者では、46名中21名

（46％）が、「普及すべきだと思う」と回答した。（図2-72、図2-73）

普及すべきだと思うか（n=85） 普及すべきだと思うか（男）（n=26） 普及すべきだと思うか（女）（n=59）

普及すべきだと思うか（腰痛あり）（n=39） 普及すべきだと思うか（腰痛なし）（n=46）

思う 55%

思わない 5%

思わない 4%

思わない 8%

無回答 2%

無回答 7%

無回答 5%

どちらともいえない 38%

38%

5%
2%

55%

20%

8%
5%

67%
52%

2%

46%

思う 67%
どちらとも
いえない 20% どちらとも

いえない 52%

思う 46%

思う 58%

どちらとも
いえない 31%

31%

4%
7%

58%

思う 54%
思わない 5%

思わない 2%

41% 54%

図2-69 図2-72

図2-71

図2-73

図2-70

どちらとも
いえない 41%

5%
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　　　回答の理由は次のとおりであった。

　　　【普及すべきだと思う】

　　　・�マッスルスーツに関わらず、ロボットの普及は今後の日本において検討すべきだと思

う。

　　　・介護支援ロボットがあると身体の負担が減るため、腰痛持ちの職員が助かると思う。

　　　・�介護の仕事にやりがいを感じている職員が長く現場で働いていくには、身体的負担を減

らしていかなければならず、ロボットは普及すべきだと感じる。

　　　・介護の仕事のイメージアップに繋がれば……。

　　　【どちらともいえない】

　　　・�業務補正する上で効果のあるものだが、効果を図る上では必ずしも適応できるとはいえ

ない。

　　　・ロボットの使用で軽減することと負担が増えることもあるので、どちらとも言えない。

　　　【思わない】

　　　　（理由記入なし）

　イ　検証会議

　　�　検証期間終了後に開催した検証会議において、検証実施施設10施設より、以下の報告が

あった。

　　【負担軽減効果があったと思う介護場面】

　　・�ベッド上での排泄は中腰姿勢が多いが、ベッドを高くしなくてもロボットが体を支えてく

れているので楽に介助することができた。また、入浴介助では移乗介助が多いため、その

都度、移乗の際に使用したことで腰の負担軽減になった。

　　・前傾、中腰姿勢時、ロボットに支えられている感じで腰への負担がなかった。

　　・丸抱えでの移乗介助時、負担なく行えた。

　　・�排泄介助とリネン交換時に負担軽減になったと感じている。前傾姿勢での作業なので身体

が支えられている感じが良かった。

　　・�オムツ介助、シーツ交換、移乗介助、褥瘡の方の体位交換、リネン交換等、中腰姿勢での

作業の際、腰の負担を軽減することができた。

　　・排泄介助、離床介助、体位交換どの介助においても、負担軽減効果を実感できた。

　　・腰にあたる部分のベルトによって、しっかりと腰が支えられている点が良かった。

　　・�移乗介助を行う際、腰痛のためその都度腰を伸ばす等のインターバルを入れないと、次の

業務に入る事が難しかったが、マッスルスーツによる補助があったおかげで、ずっと中腰

でも負担なく行うことが出来た。
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3　介護支援ロボット検証事業　～負担軽減効果の検証～

　　・使用当初は重さが気になったが、着用している間に気にならなくなった。

　　【使いにくいと感じた場面】

　　・�入居者の靴や靴下をはかせる際、ももパッドを外ししゃがみこんだ時、ロボットが重く感

じた。

　　・�入浴の際は、完全防水ではないため脱衣場までの使用であったので、ロボットを装着した

り外したりするのが手間になった。

　　・�トイレでの二人介助は、入居者を抱える際にロボットが壁にぶつかってしまうことがあっ

た。

　　・ももパッドを当てたままの歩行は歩きにくく負担になった。

　　・�マッスルスーツを装着中、ナースコールがありマッスルスーツを脱いでかけつけたが、脱

ぐのに時間がかかり利用者様がしりもちをついていた。

　　・�いい位置で装着しても、しゃがんだ時など動作でズレてしまい都度なおさなければならな

い。

　　・しゃがんだ時、背部の金属が当たって痛い。

　　・エアチューブをしまっても動作で出てしまい引っかかる。

　　・�移乗介助時に、利用者様と身体を密着させた際にロボットの一部が利用者様に当たってし

まう。

　　・空気入れにつながっているコードが長く、介助中に引っかかる事があった。

　　【どのように改良してほしいか】

　　・�完全防水機能により洗身、洗髪でも使用できると、作業の効率につながるのではないかと

思う。

　　・着用しての負担が減るよう軽量化と小型化。

　　・ももパッドの位置の調整ができるようにしてほしい。

　　・台数が増えた時を考えコンパクトに収納できるようにしてほしい。

　　・スリム化。

　　・�空気入れポンプを収納するポケットをもう少し深くする、または収納の仕方を変えてほし

い。

　　・職員の体格差もあり、ベルトの他に、ももパッドに調整機能が欲しい。
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イ　考察（まとめ）

　　今回の検証で、マッスルスーツの使用者は85名となった。

　�　検証終了後のアンケートにおいて、「負担軽減効果があった」との回答が多かった介護業務

は、移乗介助（車椅子⇔ベッド）、排泄介助（オムツ交換）であった。それぞれ68％の使用者

が、「負担軽減効果があった」と回答している。（図2-23、図2-50）腰痛ありの職員では、す

べての介護業務において負担軽減効果を実感している。

　�　昨年度まで使用していたマッスルスーツは、原動力が圧縮空気のため、マッスルスーツ本体

に高圧ガスボンベが付いていた。しかし、今年度より新モデルとなり原動力が圧縮空気ではな

くなったため、高圧ガスボンベが不要となり重さが約1.5㎏軽くなるとともに高圧ガス保安法

上の煩雑な手続きが不要となった。また、操作方法においても、昨年度までのモデルでは、本

体に接続されているマウスピースより息を吸ったり、吐いたりすることで補助力をコントロー

ルしていたが、新モデルでは、あらかじめ専用のポンプで本体に空気を注入し補助力を発生さ

せることで、マウスピースでのコントロールが不要となり補助力の操作が簡単になるとともに

マッスルスーツを使用しながらの会話が可能となった。

　�　マッスルスーツが改良され使用しやすくなったことにより、「今後も使用したいか」という

問いに対し、「使用したい」、「どちらかといえば使用したい」と回答した使用者は、昨年度の

モデルでは38％であったが、今年度のモデルでは54％に上昇した。（図2-64）「使用したい」

と回答した理由には、「使うべきところでうまく使えば負担軽減できるから。」、「しっかりと

使いこなせば、身体の負担は軽くなるので。」、「慣れてくると、利用者さんに対しても負担が

減っていいと思うから。」などがあがっている。

　�　改良してほしい点としては、去年に引き続き「小型化・軽量化」、「防水化」という要望があ

がった。

　�　その他にも、マッスルスーツを着用しているとしゃがみ込むことが出来ず、床に落とした物

を拾えないとの意見もあがっている。ももパッドを外すことでしゃがみ込む動作が可能となる

が、手間になるとのことだった。

　�　また、新モデルとなったことにより新たな要望もあがってきている。新モデルでは専用のポ

ンプで本体に空気を注入するが、そのポンプを収納するポケットが浅く介助中に落ちてきてし

まうため、「もっとポケットを深くするなど、ポンプが落ちないようにしてほしい」という声

が多く聞かれた。

　�　今後、こういった点が改良されより介護職員が使いやすいロボットとなることで、マッスル

スーツの普及が進むのではないかと考える。今後のメーカーの取り組みに期待したい。
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③　介護支援ロボット負担軽減効果の総括

�　今回の検証事業において、ＨＡＬ腰タイプ６施設、マッスルスーツ10施設、あわせて16施設

に介護支援ロボットを試験的に導入いただき、身体的負担の軽減効果の検証を実施した。

�　ＨＡＬ腰タイプについては、以前から要望の多かった防水機能が追加された新モデルでの検証

となった。防水機能が追加されたことにより入浴介助での使用が可能となった。一般浴介助では

使用者が浴槽へ足を入れた際、脚部ベルト、カフパッドが濡れてしまうことがあるため、一般浴

介助より機械浴で使用されることが多かった。なお、機械浴では車椅子からシャワーチェアへの

移乗などで主に使用されていた。

�　また、マッスルスーツについては、高圧ガスボンベを使用しない新モデルでの検証となった。

高圧ガスボンベが不要となったことにより、昨年度までの検証機体より約1.5㎏軽くなるととも

に、マウスピースでの補助力のコントロールが不要となるなど操作性が向上しており、介護現場

でより活用される機体へと進化した。

�　介護支援ロボットの導入において、ロボット本体の改良は必須だが、施設におけるロボットの

運用体制を整えることも重要であると考える。ロボットがより良いものとなっても、各施設にお

いて導入目的、使用場面の選定・使用者の選定といったロボットの運用体制を整備し、それを職

員間で共有していないと有効活用することが難しいためなかなか活用されないのが現実だ。使用

者の一人一人がロボットの導入目的をしっかりと理解したうえで、使用者、使用場面を選定し、

計画的に運用していくことがロボット導入に際しカギとなると考える。

�　近い将来、介護現場においてロボットがなくてはならないアイテムになるためには、ロボット

の改良を加速化させる必要がある。

�　ＨＡＬ腰タイプ、マッスルスーツともに「本体の小型化・軽量化」の要望が多かった。やはり

長時間使用すると疲労感があるとの声が多くあがっているため、現段階の物より小型、軽量にな

ることにより、より日常的に利活用され、さらなる負担軽減が可能になると考える。

�　より一層介護現場に即した介護支援ロボットとなるよう今後のメーカーの取り組みに期待した

い。
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⑶　介護支援ロボット検証事業　３年間のまとめ
①　ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ

使用モデルについて 検証実施施設数 使用者数 台　数 負担軽減効果があったところ 改良してほしいところ

平成27年度 【ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ】
１期検証実施施設より、旧型電極パッドが剥がれやすいとの
声があり、２期検証実施施設では新型電極パッドが納入とな
る。
形状が四角から丸になったことで剥がれにくくなった。粘着
性も旧型よりも強くなっている。また皮膚にやさしくかぶれ
にくくなった。

１期10施設
２期７施設

１期108名
２期42名

１期18台
２期18台 平成27年度

・車椅子～ベッドの移乗介助
・�身体が大きく不安定な利用者様の立ち上がり
介助

・トイレの際の立位保持介助
・�夜勤で使用すると夜勤明けの時に腰の負担が
軽く感じた。

・�オムツ交換や体位交換での中腰での作業時
・�電極パッドを剥がれにくく、皮膚にやさし
いものにしてほしい。

・�入浴介助で使用出来るように防水機能を付
けてほしい。

・本体の軽量化、コンパクト化
・�作業ストレスがかからないようにしてほし
い。

・�本体が体に当たり痛いので工夫してほし
い。

・簡単に装着できるようにしてほしい。
・�夜間帯でも音や光を気にせずに使用出来る
ものにしてほしい。

平成28年度
【ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ】
「本体が当たって痛い。」「腰ベルトで肌が擦れて痛い。」と
の声があり、２期途中より腰サポーターベルトと新脚部ベル
トが納入となる。腰サポーターベルトを付けることにより
クッション性が増し、より体に密着するようになった。新脚
部ベルトは、素材が変わりフィット感が増し、装着も簡単に
なった。また、電極パッドでの皮膚トラブルを防ぐために、
電極パッドの代わりとなるセンサベルトも各施設１本が納入
となる。こちらを腰に直接巻くことで電極パッドと同じ働き
をする。

１期11施設
２期11施設

１期72名
２期59名

１期21台
２期21台 平成28年度

・車椅子～ベッドの移乗介助
・�オムツ交換や体位交換での中腰での作業時
・トイレの際の立位保持介助
・�移乗介助の際に端坐位から立たせる過程でア
シストの機能が発揮されていた。

・�どのような介助でも腰部への負担を減らせて
いるように感じた。

平成29年度
【ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ02モデル】
要望の多かった「防水機能」が追加された新モデルとなり、
入浴介助での使用が可能となった。また、「夜間帯で使用す
るとＬＥＤライトが眩しい」との声があり、ＬＥＤ調光の切
り替えが可能となった。センサベルトも平成28年度に引き
続き、各施設に３本が納入となる。

６施設 27名 ６台 平成29年度

・車椅子～ベッドの移乗介助
・�オムツ交換や体位交換での中腰での作業時
・�かがんだ状態でアシストを受けることで腰へ
の負担は使用していない時と比べ明確に差が
あると実感した。

・�着脱介助の際に中腰姿勢が継続する時に腰の
負担がないと感じた。

・本体の軽量化、コンパクト化
・�装着部分が蒸れるので通気性のいいものに
してほしい。

・�利用者様にあたってもケガをしない素材に
してほしい。

新型電極パッド旧型電極パッド

腰サポーターベルト 新脚部ベルト

センサベルト
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⑶　介護支援ロボット検証事業　３年間のまとめ
①　ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ

使用モデルについて 検証実施施設数 使用者数 台　数 負担軽減効果があったところ 改良してほしいところ

平成27年度 【ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ】
１期検証実施施設より、旧型電極パッドが剥がれやすいとの
声があり、２期検証実施施設では新型電極パッドが納入とな
る。
形状が四角から丸になったことで剥がれにくくなった。粘着
性も旧型よりも強くなっている。また皮膚にやさしくかぶれ
にくくなった。

１期10施設
２期７施設

１期108名
２期42名

１期18台
２期18台 平成27年度

・車椅子～ベッドの移乗介助
・�身体が大きく不安定な利用者様の立ち上がり
介助

・トイレの際の立位保持介助
・�夜勤で使用すると夜勤明けの時に腰の負担が
軽く感じた。

・�オムツ交換や体位交換での中腰での作業時
・�電極パッドを剥がれにくく、皮膚にやさし
いものにしてほしい。

・�入浴介助で使用出来るように防水機能を付
けてほしい。

・本体の軽量化、コンパクト化
・�作業ストレスがかからないようにしてほし
い。

・�本体が体に当たり痛いので工夫してほし
い。

・簡単に装着できるようにしてほしい。
・�夜間帯でも音や光を気にせずに使用出来る
ものにしてほしい。

平成28年度
【ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ】
「本体が当たって痛い。」「腰ベルトで肌が擦れて痛い。」と
の声があり、２期途中より腰サポーターベルトと新脚部ベル
トが納入となる。腰サポーターベルトを付けることにより
クッション性が増し、より体に密着するようになった。新脚
部ベルトは、素材が変わりフィット感が増し、装着も簡単に
なった。また、電極パッドでの皮膚トラブルを防ぐために、
電極パッドの代わりとなるセンサベルトも各施設１本が納入
となる。こちらを腰に直接巻くことで電極パッドと同じ働き
をする。

１期11施設
２期11施設

１期72名
２期59名

１期21台
２期21台 平成28年度

・車椅子～ベッドの移乗介助
・�オムツ交換や体位交換での中腰での作業時
・トイレの際の立位保持介助
・�移乗介助の際に端坐位から立たせる過程でア
シストの機能が発揮されていた。

・�どのような介助でも腰部への負担を減らせて
いるように感じた。

平成29年度
【ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ02モデル】
要望の多かった「防水機能」が追加された新モデルとなり、
入浴介助での使用が可能となった。また、「夜間帯で使用す
るとＬＥＤライトが眩しい」との声があり、ＬＥＤ調光の切
り替えが可能となった。センサベルトも平成28年度に引き
続き、各施設に３本が納入となる。

６施設 27名 ６台 平成29年度

・車椅子～ベッドの移乗介助
・�オムツ交換や体位交換での中腰での作業時
・�かがんだ状態でアシストを受けることで腰へ
の負担は使用していない時と比べ明確に差が
あると実感した。

・�着脱介助の際に中腰姿勢が継続する時に腰の
負担がないと感じた。

・本体の軽量化、コンパクト化
・�装着部分が蒸れるので通気性のいいものに
してほしい。

・�利用者様にあたってもケガをしない素材に
してほしい。
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②　腰補助用マッスルスーツ®

使用モデルについて 検証実施施設数 使用者数 台　数 負担軽減効果があったところ 改良してほしいところ

平成27年度
【腰補助用マッスルスーツ®軽補助モデル】
原動力は圧縮空気のため、コンプレッサより圧縮空気を高圧
ガスボンベに充填。マウスピースより息を「吸う・吐く」に
よって補助力のコントロールを行う。
２期より、撥水カバーが納入となり脱衣室での使用が可能と
なった。

１期６施設
２期６施設

１期43名
２期53名

１期18台
２期18台 平成27年度

・�車椅子～ベッドの移乗では、続けて作業して
も疲労感がなかった。

・�オムツ交換や体位交換での中腰作業時、腰が
支えられている感じがした。

・体格の良い利用者様の移乗介助。
・�畳の布団上のオムツ交換は、しっかり腰が
ロックされていて同じ姿勢でも楽だった。

・本体の軽量化、コンパクト化
・�入浴介助で使用出来るように防水機能を追
加してほしい。

・�電源スイッチが後ろにあるため、背負った
まま電源を入れるのが困難。

・ボンベへの充填作業がなくなるといい。
・�マウスピースでのコントロールが難しい。
・�マウスピースを咥えることで、利用者様へ
声掛けしにくいため、違った方法でコント
ロール出来るようにしてほしい。

・�利用者様に当たってもケガをしない柔らか
い素材にしてほしい。

・�ももパッドの位置を調整出来るようにして
ほしい。平成28年度

【腰補助用マッスルスーツ®軽補助モデル】
平成27年度　同様。
撥水カバーのため、脱衣室までの使用を推奨。

１期11施設
２期14施設

１期67名
２期70名

１期21台
２期21台 平成28年度

・�オムツ交換や体位交換の際、マッスルスーツ
の支えがあるので腰に負担なく介助出来た。

・�車椅子～ベッドの移乗では、腰を支えられ楽
に移乗出来た。

・�二人介助でのトイレ介助時、マッスルスーツ
が姿勢保持を助けてくれることで腰への負担
が軽減された。

・�リネン交換中、腰を曲げる姿勢が多いが腰に
負担なく行えた。時間短縮にもなった。

平成29年度 【腰補助用マッスルスーツ®新型スタンドアローン】
高圧ガスボンベ、マウスピース操作が不要となった新モデ
ル。
専用のポンプで本体に空気を送り込むことにより補助力が発
生。バネのような力が発生する。
マウスピースでのコントロールがなくなったため、使用しや
すくなったとの声が多く聞かれた。
撥水カバーのため脱衣室までの使用を推奨。

10施設 85名 12台 平成29年度

・�オムツ交換、移乗介助、体位交換、どの介助
においても負担軽減効果を実感出来た。

・�前傾、中腰時、マッスルスーツに支えられて
いる感じがして腰への負担がなかった。

・�ベッド上での作業は中腰姿勢が多いが、ベッ
ドを高くしなくてもマッスルスーツが体を支
えてくれていたので楽に行えた。

・本体の軽量化、コンパクト化
・�空気を入れるポンプが収納ポケットから落
ちてきてしまうので落ちないようにしてほ
しい。

・�空気をどれくらい入れていいのか分からな
い。目安が分かるように空気圧メーターを
付けてほしい。

・�ももパッドの位置を調整出来るようにして
ほしい。

・�入浴介助でも使用できるように防水機能を
追加してほしい。
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②　腰補助用マッスルスーツ®

使用モデルについて 検証実施施設数 使用者数 台　数 負担軽減効果があったところ 改良してほしいところ

平成27年度
【腰補助用マッスルスーツ®軽補助モデル】
原動力は圧縮空気のため、コンプレッサより圧縮空気を高圧
ガスボンベに充填。マウスピースより息を「吸う・吐く」に
よって補助力のコントロールを行う。
２期より、撥水カバーが納入となり脱衣室での使用が可能と
なった。

１期６施設
２期６施設

１期43名
２期53名

１期18台
２期18台 平成27年度

・�車椅子～ベッドの移乗では、続けて作業して
も疲労感がなかった。

・�オムツ交換や体位交換での中腰作業時、腰が
支えられている感じがした。

・体格の良い利用者様の移乗介助。
・�畳の布団上のオムツ交換は、しっかり腰が
ロックされていて同じ姿勢でも楽だった。

・本体の軽量化、コンパクト化
・�入浴介助で使用出来るように防水機能を追
加してほしい。

・�電源スイッチが後ろにあるため、背負った
まま電源を入れるのが困難。

・ボンベへの充填作業がなくなるといい。
・�マウスピースでのコントロールが難しい。
・�マウスピースを咥えることで、利用者様へ
声掛けしにくいため、違った方法でコント
ロール出来るようにしてほしい。

・�利用者様に当たってもケガをしない柔らか
い素材にしてほしい。

・�ももパッドの位置を調整出来るようにして
ほしい。平成28年度

【腰補助用マッスルスーツ®軽補助モデル】
平成27年度　同様。
撥水カバーのため、脱衣室までの使用を推奨。

１期11施設
２期14施設

１期67名
２期70名

１期21台
２期21台 平成28年度

・�オムツ交換や体位交換の際、マッスルスーツ
の支えがあるので腰に負担なく介助出来た。

・�車椅子～ベッドの移乗では、腰を支えられ楽
に移乗出来た。

・�二人介助でのトイレ介助時、マッスルスーツ
が姿勢保持を助けてくれることで腰への負担
が軽減された。

・�リネン交換中、腰を曲げる姿勢が多いが腰に
負担なく行えた。時間短縮にもなった。

平成29年度 【腰補助用マッスルスーツ®新型スタンドアローン】
高圧ガスボンベ、マウスピース操作が不要となった新モデ
ル。
専用のポンプで本体に空気を送り込むことにより補助力が発
生。バネのような力が発生する。
マウスピースでのコントロールがなくなったため、使用しや
すくなったとの声が多く聞かれた。
撥水カバーのため脱衣室までの使用を推奨。

10施設 85名 12台 平成29年度

・�オムツ交換、移乗介助、体位交換、どの介助
においても負担軽減効果を実感出来た。

・�前傾、中腰時、マッスルスーツに支えられて
いる感じがして腰への負担がなかった。

・�ベッド上での作業は中腰姿勢が多いが、ベッ
ドを高くしなくてもマッスルスーツが体を支
えてくれていたので楽に行えた。

・本体の軽量化、コンパクト化
・�空気を入れるポンプが収納ポケットから落
ちてきてしまうので落ちないようにしてほ
しい。

・�空気をどれくらい入れていいのか分からな
い。目安が分かるように空気圧メーターを
付けてほしい。

・�ももパッドの位置を調整出来るようにして
ほしい。

・�入浴介助でも使用できるように防水機能を
追加してほしい。
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③　移乗・移動ロボットKeipu

　　移乗・移動ロボットKeipuについては、平成28年度のみの検証となった。

使用モデル

Keipuは、要介護者が移乗・移動する時に使用す
るロボットである。要介護者が機体の後方から乗
り込むことができるため、ベッドや便座などの移
乗したい高さに合わせてスライド移乗することが
できる。
レバーを倒した方向に進み、その場で360°旋回が
できる。

検証実施施設数 ６施設（１期３施設、２期３施設）

台　　　数 １期３台、２期３台

使 用 場 面 施設フロア内の移動、レクリエーションの一環　等

負担軽減効果があったところ
・移乗の介助量が軽減された。
・車椅子を押す手間は省けた。しかし、見守りは必要。

改良してほしいところ

・ベルト部分をもう少し安定感のあるものにしてほしい。
・�高齢者等は股関節の可動域が狭くなるため、中心部の支柱の幅が
広すぎる。

・速度を上げるにつれ、停止する時の衝撃が大きい。
・操作レバーの感度も設定できればいい。
・�タッチパネルが小さく高齢者は操作しにくい。もっと大きくして
ほしい。

・�屋内だけでなく野外でも使用できるようになると、利用者様の行
動範囲が広がると思う。

・�Keipuに乗ったままトイレや居室へ移動するのは、サイズ的に大
変だと�思う。
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4　その他の事業内容について

⑴　介護支援ロボット導入支援
　介護サービス事業者が介護支援ロボットを導入する際の経費について、３分の２以内の額を補
助した。なお、介護支援ロボットを導入いただいたのは、以下のとおりとなった。

介護支援ロボット種類 導入施設数 台　数
ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ02モデル ５施設 ９台

腰補助用マッスルスーツ®新型スタンドアローン 17施設 33台
１施設において両機種導入

⑵　介護福祉士養成校への介護支援ロボット無償貸与
　未来の介護を担う若者に介護支援ロボットを理解していただくことを目的とし、県内の介護福
祉士養成校へ介護支援ロボットの無償貸与を行った。
　授業での使用の他、オープンキャンパスや学園祭におけるデモンストレーションで使用いただ
いた。無償貸与期間は８ヶ月とした。
【導入養成校一覧】

地　域 養成校名 貸与ロボット 台　数
県　北 福島介護福祉専門学校

ＨＡＬ腰タイプ
マッスルスーツ 各１台

県　中 国際医療看護福祉大学校
県　中 郡山健康科学専門学校
県　中 郡山女子大学
県　南 しらかわ介護福祉専門学校
会　津 仁愛看護福祉専門学校

【使用の様子】

【使用の感想】
　生徒
　　・�普段きつい中腰がＨＡＬを装着することによって中腰を楽に保つことができた。（ＨＡＬ

装着）
　　・�装着に慣れていないせいかＨＡＬが勝手に動き使いにくさを感じることがあった。（ＨＡ

Ｌ装着）

4　その他の事業内容について
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介護支援ロボット導入モデル事業

　　・��ベッドから車椅子に移乗する際、抱え上げる時に後ろに引っ張られる感覚があり装着しな

い時よりも軽く感じた。しかし、少し動きにくさがある。（マッスルスーツ装着）

　　・�中腰時の腰の負担は減ったが、しゃがみこむことが難しく他の動作に制限を感じた。（マッ

スルスーツ装着）等

　教員

　　・�部分的な技術での取り組みになり、全体的な支援での装着ではないのでその点が難しいと

ころである。

　　・�利用者の要介護度あるいはADLの程度によって介護支援ロボットを装着して使用していく

ことも考え方としては大事である。等

　

⑶　普及・啓発
　介護支援ロボットの普及・啓発活動も行った。

【見学会】
　�　検証実施施設を会場に見学会を実施した。参加者には、介護支援ロボットを使用した介助場

面の見学や、装着体験、検証実施施設担当者の講義を聴講いただいた。

日時 会　場 参加者数 ロボットの種類 対象者
８月25日㈮
10：30～

介護老人保健施設
生愛会ナーシングケアセンター 13名 ＨＡＬ腰タイプ

介護関係者

８月28日㈪
14：00～

特別養護老人ホーム
生愛ガーデン 13名 マッスルスーツ

８月29日㈫
14：00～

特別養護老人ホーム
カーサ・ミッレ ９名 マッスルスーツ

８月31日㈭
14：00～

特別養護老人ホーム
みほた ２名 ＨＡＬ腰タイプ

９月１日㈮
14：00～

介護老人保健施設
ヒーリングホーム四倉 ２名 マッスルスーツ

【見学会の様子】

ロボット使用者の感想 使用場面の見学 装着体験 装着体験
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4　その他の事業内容について

【見学会の感想】
　・使用した感想、メリット・デメリットを聞くことができて良かった。

　・施設に戻り、自施設で使用できるか検討したい。

　・実際の利用者に使用している場面を見ることができ、大変参考になった。

　・�ロボットを導入して利用者にとってプラスになったこと、実際の利用者からの声が聞ければ

良かった。等

【実践セミナー】
　�　高齢者介護施設を会場に実践セミナーを実施した。ロボットメーカーによるロボットの説明

及び装着体験を行った。

日時 会　場 参加者数 ロボットの種類 対象者
７月14日㈮
17：15～ リハビリセンター虹 20名

ＨＡＬ腰タイプ
マッスルスーツ 介護関係者

７月25日㈫
16：10～ 特別養護老人ホーム　翠祥園 23名

７月28日㈮
14：30～

介護老人保健施設　
ライフケア鶴賀 ９名

７月31日㈪
17：00～

介護老人保健施設南東北春日
リハビリテーション・ケアセンター 38名

【実践セミナーの様子】

【実践セミナーの感想】
　・ロボットを装着するととても簡単にトランスすることができた。

　・�介護支援ロボットは今後の介護業務に必要となってくると考えているので、さらなる技術の

革新を期待したい。

　・�説明及び体験においては、とても分かりやすく理解できた。リハビリの視点からだと、まず

は自分の身体の使い方をしっかりと習得し、それでも負担になるようであれば限定的に使用

してもいいのではないかと思った。

　・実際に体験し、ここまでロボットが改良されたかと驚いた。

　・自分が思っていたロボットのイメージと少し違っていて、実際に体験できて良かった。等

全体の様子 ロボットの説明 装着体験 装着体験
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介護支援ロボット導入モデル事業

【イベント出展】
　�　各イベントにおいて、ロボットの説明、装着体験を行い、介護関係者だけでなく一般県民へ

の啓発を図った。

　�　また、イベント出展にあわせ「介護支援ロボット勉強会」を実施した。

イベント名 日時 会場 装着体験者数 対象者
平成29年度日本介護福祉士
養成施設協会
東北ブロック会教員研修会
福島大会（勉強会県中会場）

８月26日㈯
９：0 0～

郡山ビューホテル
アネックス 10名程度

一般県民

未来館フェスティバル2017
（勉強会県北会場）

９月２日㈯
12：00～

福島県男女共生
センター 12名

健康・長寿いきいき県民
フェステイバル2017

10月22日㈰
10：00～

ビッグパレット
ふくしま 16名

メディカルクリエーション
ふくしま2017

10月25日㈬・26日㈭
10：00～

ビッグパレット
ふくしま 88名

いわき介護の日フェア2017
（勉強会いわき会場）

11月11日㈯
10：00～ 東日本国際大学 24名

【イベント出展の様子】

教員研修会 健康・長寿いきいき県民フェスティバル メディカルクリエーションふくしま いわき介護の日フェア
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5　専門員の所感

　「介護支援ロボット導入モデル事業」全般の運営に携わった一般財団法人ふくしま医療機器産
業推進機構の専門員の所感を参考まで以下に記す。

〇�　検証事業でロボットを導入しても、わたしたちが予想していたより使用時間が少ない施設が
多かった。使用しない理由は、「手間になる。」「ロボットにかまっている時間がない。」などの
意見が多かった。使用時間の少なかった使用者のロボットのイメージは、「簡単に使え、すぐ
に楽になる。」「ロボットを使用することで人手が減らせる。」などの意見が多く、実際に使用
してみると想像とは大きく異なり、「使えない。」と判断し使用しなくなってしまったようだっ
た。ロボットメーカーが想像するよりも介護現場は忙しく、常に動きまわっているような状況
でロボットにまで手を焼いている暇はないようだ。実際にロボットメーカーの開発者に介護現
場に出向いていただき、介護職員がどのような動きをしているのか実際にみてほしい。今以上
に簡単に装着でき、操作が簡単ですぐに使いこなせるロボットが望ましい。そうならない限り
ロボットの普及は難しいのではないかと感じた。

〇�　ロボットにも改良しなければならない点はあるが、使用する介護職員にも課題はある。ま
ず、「使用しないと使いこなせない。」ということを理解してほしいと思った。新しいものを使
用するとき、やはりすぐには使いこなせないので、「使いこなそう」という意思が大切になっ
てくると思う。そのためにも、「なぜロボットを使用するのか」ということを職員一人一人が
意識しないと、継続的にロボットを使用していくのは難しい。介護施設の管理者においても、
ロボットを導入し介護職員に「使ってください」と言うだけでは、なかなか使用されない。運
用スケジュールをしっかり立て、使用者を選定し、なぜロボットを使用していくのかをきちん
と理解していくことが大切だと思った。

〇�　わたしたち専門員が月に１回のヒアリング・フォローアップを行ったが、月に１回では少な
かったように感じる。多くの施設がロボットを導入するのが初めてだったため、なかなか上手
に使用出来ずロボットの使用から遠ざかる施設が多く、「使えないロボットだった」で終わっ
てしまう施設もあった。もっとこまめにフォローアップを行っていれば、装着に関する問題点
などをすぐに改善でき、ロボットの使用から遠ざかることはなかったのではないかと思った。

〇�　検証事業においてＨＡＬ腰タイプを使いこなし実際の導入を考えていた施設があったが、費
用が高く導入を断念した施設があった。さらに普及させるためには、施設において手軽に導入
できるよう価格設定を見直すことも重要だと思う。

〇�　検証事業で使用したのは装着型ロボットであったが、見守りロボットなど他のロボットの検
証も行ってほしいとの声が聞かれた。装着型のロボットだけでなく、見守りロボットなども検
証対象としてもいいのではないかと思った。

〇�　イベントに出展すると、事業を開始した平成27年度よりもロボットの認知度が上がったよ
うに感じる。介護関係者だけでなく一般の方でもテレビで観たことがあるとの声を聞くことが
多かった。

5　専門員の所感
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介護支援ロボット導入モデル事業

「平成29年度介護支援ロボット導入モデル事業」事業経過

平成29年

　４月１日� 一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構が当事業を受託

　４月10日� 検証実施施設募集開始

　４月20日� 募集説明会（いわき会場：８施設　参加者９名）

　４月21日� 募集説明会（会津会場　：５施設　参加者７名）

　４月24日� 募集説明会（県北会場　：８施設　参加者11名）

　４月25日� 募集説明会（県中会場　：11施設　参加者16名）

　５月２日� 検証実施施設募集締切

　５月11日� 審査会実施

� ○検証実施施設応募施設数（全体23施設）

� 　ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ02モデル　� 13施設

� 　腰補助用マッスルスーツ®新型スタンドアローン� 10施設

� ○審査結果

� 　ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ02モデル　　　� ６施設

� 　腰補助用マッスルスーツ®新型スタンドアローン� 10施設

　６月１日～� 検証実施施設、介護福祉士養成校で介護支援ロボット運用開始

　７月14日～７月31日� 介護支援ロボット実践セミナー開催

� （県北会場　：６施設　参加者20名）

� （いわき会場：５施設　参加者23名）

� （会津会場　：５施設　参加者９名）

� （県中会場　：11施設　参加者38名）

　８月21日� 介護支援ロボット導入補助金募集開始

　８月25日～９月１日� 検証実施施設の見学会実施

� ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ02モデル

� （２施設開催：８施設　参加者15名）

� 腰補助用マッスルスーツ®新型スタンドアローン

� （３施設開催：11施設　参加者24名）

　８月26日� 平成29年度日本介護福祉士養成施設協会東北ブロック会

� 教員研修会福島大会

� （介護支援ロボット勉強会　県中会場：参加者18名）

６　事業経過
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６　事業経過

　９月２日� 未来館フェスティバル2017出展

� （介護支援ロボット勉強会　県北会場：参加者12名）

　９月５日� 介護支援ロボット導入補助金募集説明会

� （16施設　参加者20名）

　９月22日� 介護支援ロボット導入補助金募集締切

� ○介護支援ロボット導入補助金応募施設数（全体21施設）

� 　ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ02モデル　� ５施設� ９台

� 　腰補助用マッスルスーツ®新型スタンドアローン� 17施設� 33台

� ○審査結果

� 　ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ02モデル　　� ５施設� ９台

� 　腰補助用マッスルスーツ®新型スタンドアローン� 17施設� 33台

� � （１施設において両機種導入）

　10月８日� 検証実施施設で介護支援ロボット運用終了

　10月17日� 検証実施施設検証会議実施

　10月22日� 健康・長寿いきいき県民フェスティバル2017出展

� （ロボット装着体験者数：16名）

　10月25日～26日� メディカルクリエーションふくしま2017出展

� （ロボット体験スペース来客者数：247名）

　11月11日� いわき介護の日フェア2017出展

� （介護支援ロボット勉強会　いわき会場：参加者24名）

平成30年

　２月８日� 介護福祉士養成校で介護支援ロボット運用終了

　３月31日� 介護支援ロボット導入補助金交付完了
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　「介護支援ロボット導入モデル事業」にご協力いただいた、検証実施施設、介護福祉士養成
校、ロボットメーカーより、「介護支援ロボット」をテーマに寄稿いただいた。
　快く寄稿依頼をお受けいただきました３名、３社の皆様には、心より感謝申し上げます。

介護支援ロボットについて
特別養護老人ホーム　生愛ガーデン　施設長　鈴　木　三千代

（平成28年度ＨＡＬ腰タイプ、マッスルスーツ、平成29年度マッスルスーツ検証実施施設）

　介護支援ロボットを普及させるためには、まず現場のリーダーが率先して使用したうえで、で
きるだけ多くの場面で全職員が使用する努力をすることが重要だと考えます。装着が多少面倒だ
と感じていても数をこなすことで負担は軽減され、そのうち介護支援ロボットの機能がより理解
できる時期が来ます。
　利用者に良いケアを提供するためには、何事も共通の理解がなければ質の確保はできませんの
で、介護職だけでなく、他の職種の理解も必要です。
　また、介護支援ロボット自体、高額な機器なので、行政からの金銭面での援助も必要不可欠と
考えます。今回の「介護支援ロボット導入補助金」のように行政から援助があれば積極的にロ
ボットを導入する施設も増え、多くの介護施設に普及することが見込めます。
　利用者が増えることによって現場の意見が今以上にメーカーに反映され、福島県のロボット産
業をより一層盛り上げてくれると期待しています。

介護支援ロボットについて
特別養護老人ホーム　ハートフルなこそ　介護主任　安　達　徹　平

（平成27年度マッスルスーツ、平成28年度・29年度ＨＡＬ腰タイプ検証実施施設）

　平成27年度より介護支援ロボット導入モデル事業に参加し、これまでにない発見や体験をす
ることができ、感謝しております。特に「ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ02」は、前モデルより
更に高性能で使いやすく、腰の負担軽減が様々な場面で効果を実感することができました。今後
も現場の職員や利用者の声を参考に、改良し、ニーズに合った良いロボットを開発していただき
たいと思っています。
　しかし、介護支援ロボットを活用するにあたり、コスト面や取り扱いの難しさがあり、中々浸
透されないのが現状です。望むことは、「補助金、維持費のサポート」「介護ロボット使用加算」
などの制度の整備で、整うことで、より使用者が増え、普及していくのではないかと思います。
また、操作が簡単で身に着けたときに煩わしさを感じないものが望まれます。腰痛がある職員は
コルセットを使用しており、それに機能が備わったら使用者が増えると思うのです。これからの
介護には、人とロボットの共存が必要です。今後もこの事業が発展することを期待しておりま
す。

7　寄稿文
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7　寄稿文

介護支援ロボットについて
しらかわ介護福祉専門学校　校長　千　葉　喜　弘

　超高齢化社会を迎え、介護人材不足と負担増が深刻となっている昨今、介護支援ロボットの活
躍の期待とその課題に貢献できるのか問われています。
　今年の介護保険改定報酬の中で、介護ロボットに関連するものとして、人の替わりに夜間の見
守り機器の設置を一定割合以上導入した場合は、特養の夜勤職員配置加算を認めるというもので
した。
　介護者側の負担を軽減することのみを目的にせずに、利用者の安心感や利便性の向上にも配慮
してほしいと思っています。例えば、AIによるコミュニケーションと会話による指示がセット
となった移乗・移動支援ロボットが、施設内自動運転となってくれれば、活用場面があると思わ
れます。
　また、介護福祉士を学ぶ学生にも興味関心が沸き起こるような支援ロボットが配置され、地域
の介護事業所が自由に見たり試行できるようになれば、広がっていくことと思われます。
　今の技術では、食事介助や排泄介助や入浴支援など、個人ごとの変化に順応することは、ロ
ボットの画一的動作のみでは困難と思われますが、将来的には、介助の一部分補助することとコ
ミュニケーション支援型ロボットは開発されていくと思われます。誰もが使いやすいことと、誤
操作・誤動作が少ないこと。そして、新規導入事業所への補助や低価レンタルの実施など、特に
費用面の問題が解決しなれば、その需要は増えていかないと考えられます。

介護支援ロボットについて
CYBERDYNE株式会社

【はじめに】
　平成27年度から３ヶ年に渡り、本事業に携われた事に感謝申し上げます。本事業では現場の
方々の介護支援ロボット（以下ロボット）への期待や、実作業で常用出来る機器開発への要望な
どのご意見を頂き、私達がすべき事を考える良い機会となりました。
【行政へ望む事】
　最終目的、及び具体的な年間計画検証内容、方法等についての事前共有。
【高齢介護施設等へ望む事】
１）ロボット使用の目的理解　２）ロボットを使用する環境整備　３）現状把握　
４）機器を使いこなしてからの効果検証　５）使用者の育成
【最後に】
　職種や役職などによって、ロボットに求める事は様々です。私達はそれに応じて今後の介護が
どうあるべきかという目標を見据えた上で最善の取り組みを進めていく必要があると考えます。
より良い機器の開発、改良のためなら協力を惜しまないと言って下さった皆様の期待に応えられ
るよう取り組みを今後も継続したいです。
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介護支援ロボット導入モデル事業

介護支援ロボットについて
株式会社イノフィス

　介護施設は、ご入居の方が安心とやすらぎの中で自分らしく過ごしていただく生活の場で、支
えているのは介護職員の方々です。彼らをサポートすることも大事です。その意味では、マッス
ルスーツが果たせる役割は大きいと考えております。それは、介護者の腰負担を軽減して、ご入
居者への介護を楽にできますので、介護者の身体（腰）を守り、モチベーション高く働いてもら
うことができます。効果としても、介護者に余裕ができるので、より質の高いサービスに繋げる
ことが見込めます。よって、腰痛対策による介護人材の確保とマッスルスーツを使いこなすこと
で介護人材育成にも繋げられます。
　しかし、マッスルスーツが果たせる役割を周知できていませんでしたが、福島県の支援事業な
どにより、県内の高齢者介護事業者の方々への周知が広まり、介護支援ロボット導入モデル事業
による貸出・導入補助で成果に繋げられました。
　今後もお客様の為にも継続した支援事業をお願いしつつ、お客様が求める機体の改良・リリー
スをして参ります。

介護支援ロボットについて
株式会社アイザック

　介護ロボットを大きく分類すると介護者支援と、被介護者の自立支援を促す２種類の機器があ
ると思われます。現在、介護者支援に重点を置くものが多く、自立支援に注力したものは少ない
と思われます。今回、福島県様や機構様に開発からマーケティングまでのご支援を頂いた弊社
「移乗・移動ロボットKeipu」は後者に分類されます。
�各種施設では、自立支援を促すため被介護者が自ら利用する機器において、電動は見守りが必
要とのことで利用率が非常に少ないのが現状です。
　介護における労働人口が今まで以上に必要となっていくなか、被介護者の協力も必要とならざ
る得ません。そこで、施設側においても被介護者が自ら利用できる自立支援用電動機器の導入も
積極的に検討して頂きたい。もちろん、施設内での運用提案は、ロボットの提供者側が十分に検
討し実施する必要があります。
　更には、福島県様のみならず全国の各自治体様や行政なども導入検討が可能な導入補助金を継
続的に予算化頂き各種施設への導入促進をお願い致します。
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平成29年度介護支援ロボット導入モデル事業　検証期間終了後アンケート
（講習を受講した職員を対象）

施設名：　　　　　　���　　　���　　　　　　� 使用したロボット：�ＨＡＬ・マッスルスーツ�� ���

記入日： 平成29年　　　　　月　　　　　日 � 名　前：�

年　代：　20代　　30代　　40代　　50代　　60代　　性　別：　男　　　女

腰　痛�：　あり　　　なし

あてはまるものに「○」を付けてください。記入漏れのないようご注意ください。
１�．介護支援ロボットを介護業務で使用されましたか。�使用された方は使用期間をご記入ください。
　�　使用を中止した方は、使用を中止した理由を、使用していない方は、使用しなかった理由をご記
入ください。

　　はい　　（　　　ヶ月使用）

　　使用したが途中で中止した　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　いいえ　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「はい」、「使用したが途中で中止した」と回答された方は、２へお進みください。
「いいえ」と回答された方は、９へお進みください。

２．介護支援ロボットの装着は、簡単でしたか。
　　簡単だった　　　難しかった

３．介護支援ロボットの装着にかかる時間は、どれくらいでしたか。
　　１～３分　　　　３～５分　　　　５分～10分　　　　10分以上

４．使用回数・使用時間は、どのくらいでしたか。
　　使用回数……１週間に（　　　　回）　　平均使用時間……１回（約　　　　　分）

５．介護支援ロボットを使いこなせたと感じるまでに、どのくらいの時間がかかりましたか。
　　１週間　　　半月　　　１ヵ月　　　２ヵ月　　　３ヵ月　　　まだ慣れていない

６．作業効率は、よくなりましたか。
　　良くなった　　どちらかと言えば良くなった　　変わらない　　どちらかと言えば悪くなった　　悪くなった

資料１

１　検証終了後アンケート
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１　検証終了後アンケート

７．介護業務別の負担軽減効果について、当てはまるものに○を付けてください。
　�　記載されている介護業務以外でも、負担軽減効果を実感した介助業務がございましたら、ご記入
ください。
　�　また、入浴介助での負担軽減効果については、ＨＡＬをご使用になった施設様のみご回答くださ
い。

移
　

乗
　

介
　

助

車椅子⇔椅子移乗での負担軽減効果 あった なかった 未使用

車椅子⇔ベッド移乗での負担軽減効果 あった なかった 未使用

車椅子⇔便座移乗での負担軽減効果 あった なかった 未使用

リクライニング車椅子⇔ベッド移乗での
負担軽減効果 あった なかった 未使用

排
泄
介
助

立位保持介助（要介護者を抱えて立たせる）�
での負担軽減効果 あった なかった 未使用

オムツ交換での負担軽減効果 あった なかった 未使用

（
Ｈ
Ａ
Ｌ
使
用
者
の
み
）

入
　

浴
　

介
　

助

車椅子⇔ベッド⇔リフト移乗での
負担軽減効果 あった なかった 未使用

寝たきり要介護者の衣類着脱での
負担軽減効果 あった なかった 未使用

立位不安定な要介護者の着脱介助での
負担軽減効果 あった なかった 未使用

洗身・洗髪での負担軽減効果 あった なかった 未使用

そ
　
　
　

の
　
　
　

他

身体清拭での負担軽減効果 あった なかった 未使用

体位交換での負担軽減効果 あった なかった 未使用

リネン交換での負担軽減効果 あった なかった 未使用
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８．電極パッドとセンサベルトについて、当てはまるものに○を付けてください。
　　（ＨＡＬを使用された方のみご回答ください。）

　⑴　ＨＡＬを装着の際にどちらを使用しましたか？

　　　電極パッド　　　　センサベルト　　　　電極パッドとセンサベルト

　⑵　入浴介助の際にどちらを使用しましたか？�

　　　（入浴介助に使用された方のみご回答ください。）

　　　電極パッド　　　　センサベルト　　　　電極パッドとセンサベルト

　⑶　電極パッドとセンサベルトを比較して、装着中エラーが出やすいのはどちらですか？

　　　（両方使用された方のみご回答ください）

　　　電極パッド　　　　どちらとも言えない　　　　センサベルト

９．今後も介護支援ロボットを使用したいと思いますか。また、そう考える理由をお聞かせください。
　　使用したい　　どちらかといえば使用したい　　どちらかといえば使用したくない　　使用したくない

　　理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

10．介護支援ロボットは、普及すべきだと思いますか。また、そう考える理由をお聞かせください。
　　思う　　　　　　どちらともいえない　　　　　　　思わない

　　理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

11．介護支援ロボットを導入することで、介護職員の離職率は減少すると思いますか。
　　また、そう考える理由をお聞かせください。

　　思う　　　　　　どちらともいえない　　　　　　　思わない

　　理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

12．介護支援ロボットについて、要望、感想等、ご自由にご記入ください。

ご協力いただきありがとうございました。
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2　介護支援ロボットの説明

⑴　ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ02モデルについて
　�　ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ02モデル（以下「ＨＡＬ腰タイプ」という。）とは、使用者が
身に着け、中腰姿勢の保持、体幹を起こす動作をアシストし、腰部の負担軽減を図る装着型ロ
ボットである。

　�　人が筋肉を動かそうとしたとき、脳から脊髄、運動ニューロンを介して筋肉に神経信号が伝
わり、筋骨格系が動作するが、この時、微弱な生体電位信号が皮膚表面に現れる。

　�　ＨＡＬ腰タイプは、使用者の皮膚表面に貼り付けられた電極パッドでこの信号を読み取り、
その信号をもとにパワーユニットを制御して、使用者の動作をアシストする。このアシストを
利用し、移乗介助や排泄介助等行う。移乗介助では、要介護者を抱え上げる際に、後ろに引っ
張られるアシストが入る。オムツ交換等の中腰姿勢では、腰を支えるような一定なアシストが
入り、中腰姿勢の維持が楽になる。

　�　アシストの強さは５段階に調整可能であり、要介護者の身体状況や体格に合わせ、アシスト
の強さを調整し介助を行う。

　�　今年度の検証機体は、防水機能が追加された新モデルとなり入浴介助での使用が可能となっ
た。

　ＨＡＬ腰タイプ製品仕様
　　外形寸法　：　奥行き29.2cm×幅45.1cm×高さ52.2cm
　　重　　量　：　3.1kg（バッテリ含む）
　　可動範囲　：　股関節　伸展30°　屈伸130°�
　　電　　源　：　専用バッテリ（リチウムポリマー）
　　駆動時間　：　約３時間
　　充電時間　：　1.5時間
　　動作温度　：　０℃～40℃
　　湿　　度　：　20％～80％　※結露しないこと
　　防水性能　：　IEC防水性能等級４級（IPX４）

　対象使用者のサイズ
　　適用身長　：　140cm～180cm
　　適用体重　：　40kg～80kg程度
　　腹　　囲　：　120cm以下
　　大腿中間囲：　80cm以下
　　骨 盤 幅　：　39cm以下

資料２

2　介護支援ロボットの説明
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　装着できない方
　　○�骨盤幅など身体サイズがＨＡＬ腰タイプに合わない方、および、体に大きな変形があるな

どの理由により、ＨＡＬ腰タイプの装着が困難な方
　　○著しい関節障害（変形、炎症、脱臼など）を有する方
　　○心臓ペースメーカなどの能動型埋め込み医療機器をご利用の方
　　○妊娠中の女性�
　　○動作の手順や注意点などの簡単なご説明をご理解いただけない方
　　○皮膚の疾患等により電極パッドの貼り付けができない方

⑵　腰補助用マッスルスーツ®新型スタンドアローンについて
　�　腰補助用マッスルスーツ®新型スタンドアローン（以下、マッスルスーツという。）とは、
使用者が身に着け、中腰姿勢等の腰にかかる負担を軽減するロボットである。

　�　マッスルスーツ本体に人工筋肉が入っており、専用のポンプより人工筋肉に空気を送り込む
ことで補助力が発生する。補助力が入ることで腰が安定し、中腰姿勢や移乗介助が楽に行え
る。

　�　ポンプから空気を入れると補助力が発生する。補助力を弱める場合は、排気ボタンを押すと
空気が抜け、補助力が弱まる。介助量などによって、補助力の調整を行い使用する。補助力の
強さは、最大25kgfとなっており、腰への負担を３分の２補助してくれる。

　�　昨年度まで検証を行っていた軽補助モデルは、マウスピースより息を吸ったり吐いたりする
ことで補助力をコントロールしていたが、今年度のモデルは、あらかじめ補助力を発生させた
状態で使用するため、操作方法が簡単になり「使いやすくなった。」との意見があった。

　�　また、防水機能については、昨年度より要望があったが、防水機能は追加されておらず今年
度も脱衣室までの使用となった。

　マッスルスーツ製品仕様
　　本 体 寸 法� ：Ｆサイズ　奥行き22cm×幅50cm×高さ90cm
　　　　　　　　　　Ｓサイズ　奥行き20cm×幅45cm×高さ81cm
　　重　　　　量� ：5.0kg（カバーを除く）
　　使用環境温度� ：０℃～50℃
　　適応身長（推奨）�：Ｆサイズ　160cm～185cm
　　　　　　　　　　Ｓサイズ　150cm～165cm
　　補 助 力� ：最大25kgf（100Nm）
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3　検証実施施設一覧

ＨＡＬ®介護支援用腰タイプ02モデル

地　域 種　別 施　設　名 貸与台数
県　北 特別養護老人ホーム コクーン １台
県　北 介護老人保健施設 生愛会ナーシングケアセンター １台
県　中 特別養護老人ホーム みほた １台
会　津 介護老人保健施設 ライフケア鶴賀 １台
会　津 特別養護老人ホーム 宮川荘 １台
いわき 特別養護老人ホーム ハートフルなこそ １台

腰補助用マッスルスーツ®新型スタンドアローン

地　域 種　別 施　設　名 貸与台数
県　北 特別養護老人ホーム 生愛ガーデン １台
県　中 特別養護老人ホーム 船引こぶし荘 １台
県　中 特別養護老人ホーム カーサ・ミッレ ２台
県　中 特別養護老人ホーム スプリングガーデンあさか ２台
県　中 地域密着型特別養護老人ホーム なりた １台
県　南 特別養護老人ホーム 小峰苑 １台
会　津 特別養護老人ホーム いなわしろホーム １台
会　津 特別養護老人ホーム 咲楽の里 １台
会　津 特別養護老人ホーム 絆 １台
いわき 介護老人保健施設 ヒーリングホーム四倉 １台

3　検証実施施設一覧
資料３
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受託機関の概要／問い合わせ先

　一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構は、平成28年11月に開所した「ふくしま医療機

器開発支援センター」の指定管理団体である。

　主な業務として医療機器開発への助言から、非臨床試験を通じた安全性評価、ビジネスマッチ

ング等事業化支援を一体的に実施することで、福島県の主力産業の一つである医療関連産業の振

興を通じた東日本大震災からの復興と国際競争力の強化に積極的に取り組んでいる。

福島県保健福祉部高齢福祉課
　TEL：024－521－7164　　FAX：024－521－7985

一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構
　〒963－8041　福島県郡山市富田町字満水田27番８

　TEL：024－954－4011（代表）　　024－954－4019（ロボット事業担当）

　FAX：024－954－4033　　Mail：robot@fmdipa.or.jp

受託機関の概要

問い合わせ先




