は 人まで入居していただい

が原の松山です︒
﹁ 自立支援

松山 ウェルケアガーデン久

をお話しいただけますか︒

概要︑現在の職務の内容など

︱︱最初に皆さんの勤務先の

り︑２〜４階の３フロアに

ら会の高齢者複合施設内にあ

小倉です︒社会福祉法人さく

小倉 ケアホーム西五反田の

行っています︒

ています︒私はケアの統括を

オープンしました︒全体では

ションを導入しました︒私は

アにケアサポートソリュー

のうち 階の認知症専用フロ

人ずつが入居しています︒こ

ミューン川崎の並木です︒私

並木 木下の介護のライフコ

ションを使っています︒

毎日ケアサポートソリュー

の小川です︒私どもは 床の

小川 ネオ・サミット茅ヶ崎

導入しています︒

の認知症の方が多いフロアで

27
反田の駒崎です︒私は４階の

駒崎 同じくケアホーム西五

施設課長を務めています︒

な施設で︑私が担当する３階

す︒６フロアある規模の大き

ムで全体では２１７床ありま

どもは介護付き有料老人ホー

リューションも導入していま

するなかで︑ケアサポートソ

介護ロボットを積極的に活用

介護付き有料老人ホームで︑

1
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●コニカミノルタ﹁ケアサポートソリューション﹂

第１回ユーザー会 開催

床ありますが︑月に 〜

7

人ずつ新規入居があり︑現在

8

介護業務を効率化し︑サービス品質の向上を可能とするシス
テムとして注目を集めているケアサポートソリューション︒今回
は︑そのケアソリューションを導入している４つの介護施設から
５人の職員に集まってもらい︑情報交換を行って頂きました︒

ケアサポートソリューションをご導入頂いた施設様をお招きして念願のユーザー会を
開催致しました︒
導入施設様の横のつながりを創出するユーザー会︒今回はケアサポートソリューション
についての意見交換の様子を記事形式でお届けします︒

!!

介護﹂をうたい︑昨年 月に

杞憂に終わった
ＩＣＴ化への不安︑反発

91
50

認知症フロアを担当しており︑

50

4
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ウェルケアガーデン久が原
松山貴一さん
（ケアディレクター兼副支配人）

コニカミノルタ「ケアサポートソリューション」第1回ユーザー会開催！
！

介護ＩＣＴの現場からの声

リューションを導入した際の

さんの職場でケアサポートソ

う声があがっていますが︑皆

トやＩＣＴを活用しようとい

︱︱今︑介護の現場でロボッ

長代理を務めています︒

す︒私は生活サービス課の課

並木 導入の直前は︑不安で

慣れました︒

マホを使える職員は︑すぐに

い勝手は良く︑特に日常でス

駒崎 実際に使ってみれば使

んでした︒

みれば大きな問題はありませ

擦はありましたが︑導入して

ようになっていますね︒

ションのスマホを身につける

が常にケアサポートソリュー

換える形で導入し︑今は誰も

ナースコールやＰＨＳを置き

小川

と慣れていきましたね︒

ションを導入したのでパンフ

からケアサポートソリュー

松山 私どもでは施設開設時

されました︒

ＰＲポイントになると気づか

す︒
センサーによる見守りは︑

子がすぐにわかることで︑安

センサーが部屋に付

それでも︑職員の間で何回も
︱︱導入に際して︑入居者の

心感が高まるという声は︑私

並木

レットに記載していました︒

がないように過ごせることで

反応をお聞かせください︒
しかたがありませんでした︒

私 ど も の 施 設 で は︑

小倉 私たちの施設では︑か
なり反発があり︑
﹁ 導入する
話し合いながら慣れていきま

方への説明という点での苦労

た︒ ご 家 族 様 が

多 く︑ 杞 憂 で し

です﹂という方が

るのなら大丈夫

危険が少なくな

しかし︑
﹁ 転倒の

思 っ た の で す︒

で不安を招くと

バシーの確保面

ま し た︒ プ ラ イ

しいと思ってい

様への説明が難

こ と は︑ ご 家 族

で居室を見守る

小倉

解いただくように説明を重ね

るわけではないことは︑ご理

あっても１００％事故を防げ

ですね︒ただし︑センサーが

などと検証できるのは大きい

かったから︑位置を変えよう

え ば︑ テ ー ブ ル の 位 置 が 悪

環境を整備し直せます︒たと

倒の状況を後から確認でき︑

録が残っていることです︒転

倒事故があったときに映像記

松山 一番のメリットは︑転

ください︒

につながった具体例を教えて

はありますか︒業務の効率化

︱︱導入されて何かメリット

き︑スマホを介して部屋の様

なら辞める﹂とまで言う職員

した︒年配の職員も若手職員

たちの施設でも聞きますね︒

入居者や家族に対して
安心材料を提供

もいました︒しかし︑研修を

はありませんでしたか︒

求めているのは︑

ています︒

センサー

から教えてもらい︑だんだん

入居者のプライバシーに配慮しつつ、転倒などの確認および記録が可能なことは、
ケアサポートソリューションの大きなメリットとなる

コニカミノルタさんに組んで
もらえ︑現在は問題なく使え
ています︒それを理由に辞め
た職員もいませんし︑今は不

入居者様に事故
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満も出ていません︒事前に摩
ケアホーム西五反田
小倉貴之さん
（施設部施設課課長）
、駒崎真理さん
（介護スタッフ）

で︑記録がなければ︑問題が

した︒誰も見ていなかったの

ご覧になって納得いただきま

エビデンスになるというのは

小倉 重大事故が起きた時の

う﹂
と感謝されました︒

に助けに来てくれてありがと

ひとりの判断に任せられま

的確に行けますし︑職員一人

本当に助けが必要なところへ

ンとつけることができます︒

小倉 仕事の優先順位をキチ

けつけられるので︑
安心です︒

くなっているときにすぐに駆

が︑ご自分の部屋がわからな

アでは徘徊される入居者様

並木 認知症の方のいるフロ

きかを判断できます︒

応が迅速にできます︒

く画面を確認できますし︑対

ました︒今は︑タイムラグな

者様が動いていることもあり

走って行っても︑すでに入居

音も鳴るのですが︑気づいて

りセンサーではＰＨＳの着信

小倉 以前に使っていた見守

様からも好評です︒

になりましたね﹂と︑ご家族

だけですから︑
﹁ 施設が静か

紛糾したかもしれません︒頭

大きいと思います︒どのよう

す︒やみくもに動かず︑必要

室内を確認し︑駆けつけるべ

部を強打しているかも︑はっ

な 事 故 で も︑ 必 要 な 対 応 は

なサービスを先に提供できる

顔に痕が残り︑
﹁ 職員が何か
したのではないか﹂と︑ご家
族様に不信感を持たれまし

松山 普段は何もない方が居

しましょう﹂
と判断できます︒

打ったと確認できれば︑
﹁受診

ればなりませんでした︒頭を

かもしれない﹂と心配しなけ

んな風に転んで︑頭も打った

て駆けつけないといけなかっ

の居室から音がしたら︑走っ

いですね︒これまでは︑遠く

ラート音を鳴らさないのも良

小倉

あれば︑教えてください︒

︱︱そのほかにもメリットが

ほかの入居様への対応を先に

すね︒
映像を見て大丈夫なら︑

で︑対応も間に合いやすいで

に動き出したか確認できるの

したら︑すぐに映像で本格的

小川 居室のセンサーが反応

動けますね︒

ますから︑心に余裕を持って

動をする﹂という判断もでき

駒崎 ﹁ この方はこういう行

質の向上にもつながります︒

の方をケアでき︑サービスの

いても︑手がふさがってしま

きかったですし︑職員が２人

の夜勤専任の職員は疲弊が大

減っています︒今までは新人

小倉

こなすことができます︒

で︑無理なく事務的な仕事も

は確認してから動き出せるの

に集中できませんでした︒今

しゃるので︑夜はほかの仕事

徘徊される方が３人いらっ

並木 私の担当フロアには︑

ではどうでしょう︒

︱︱職員の方の負担という点

た︒しかし︑転倒時の映像を

室で転んでも職員はなかなか

た︒これがしんどいので︑辞

できます︒ナースコールも︑

うことが多かったのですが︑

ていると思います︒
並木 居室での転倒は︑
﹁こ

居室でセンサーのア

3
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小倉 導入当初に︑転倒して

きり確認できるため︑医師に

行っていたと︑映像を証拠と

わけですから︑少人数で多く

家具に顔を突っ込んでしまっ

正確に伝えられる点も安心で

して提出できます︒その安心

た方がいらっしゃいました︒

す︒介護施設で事故原因がわ

感は大変なものです︒

気づきません︒今はすぐに分

めようとした職員もいたほど

以前は廊下まで音が響いてい

１人で対応できる場面が増え

故を３分の１くらいに減らせ

かって対応でき︑実際に︑自

です︒

ましたが︑今はスマホが鳴る

﹁見て駆けつけの機能﹂で
無駄な動きが減った

立の入居者様が倒れて動けな

駒崎 今は走る前に映像で居

特 に︑ 夜 勤 の 負 担 が

くなり︑駆けつけたら﹁すぐ

職員の負担を軽減し
空き時間を創出

かる意義は本当に大きく︑事

ライフコミューン川崎
並木恵梨子さん
（介護スタッフ）

コニカミノルタ「ケアサポートソリューション」第1回ユーザー会開催！
！

介護ＩＣＴの現場からの声

︱︱事務的な業務に関しては

たのは︑大きな改善です︒

ません︒巡回の頻度を減らせ

入後は︑大きな不満が出てい

る﹂と言われていました︒導

人から﹁この職場は忙しすぎ

ション導入前は︑夜勤専任の

小倉 ケアサポートソリュー

務をする余裕があります︒

はパソコンに向かって記録業

ロアを巡回していました︒今

だったため︑時間があればフ

に走り回っていました︒心配

ちっぱなしで︑あちらこちら

駒崎 これまで夜勤では︑立

では大きなメリットです︒

気になってもらえます︒今は

アクティビティに使え︑お元

短縮できた分を︑入居者様の

松山 駆けつけなどの時間が

うに活用していますか︒

︱︱できた空き時間をどのよ

りました︒

体調などの把握もしやすくな

が一目で確認できますから︑

す︒パソコンの画面でも記録

すぐに記録できるので楽で

れますが︑慣れてしまえば︑

﹁使うのが大変そうだ﹂
と言わ

のフロアのスタッフからは

ロアだけで使っていて︑ほか

ソリューションは私の担当フ

事に使えます︒ケアサポート

ね︒

ケーションも増えています

ま し た︒ 職 員 間 の コ ミ ュ ニ

面談も十分できるようになり

充︑
居室担当者の業務の報告︑

なった分︑居室のオムツの補

小川

ができます︒

をしておこう﹂と考える余裕

す︒自分は﹁今のうちにこれ

きるので︑時短が進んでいま

り︑記録も場所を選ばずにで

並木

きるようになっています︒

集めてレクリエーションがで

間ができ︑大勢の入居者様を

ミュニケーションに回せる時

小倉 レクリエーションやコ

きます︒

ねてきたスタッフにケアサ

松山 私は︑他の施設から訪

けます︒

になり︑感謝の言葉もいただ

んと気づいて処理できるよう

もありました︒
導入後は︑
ちゃ

よ﹂と気遣われてしまうこと

様に﹁忙しいから大丈夫です

に気づかないほどで︑ご家族

居者様のヒゲが伸びているの

心配されるくらいでした︒入

も
﹁忙しそうで大変ですね﹂
と

並木 以前は︑ご家族様から

んと説明できますから︒

ね︒転倒事故などでも︑きち

られるというのが何よりです

駒崎 ご家族様の信頼に応え

てきます︒

うれしい﹂などの反応が返っ

ました︒これは大規模な施設

いかがでしょう︒

本当に危険かどうかがわかる

駆けつけ業務がなく

リしていると︑入居者様も不

並木 職員が忙しさでピリピ

うな変化が起きていますか︒

余裕ができることで︑どのよ

︱︱職員に心理的・時間的に

ションを導入した各施設の様

︱︱ ケ ア サ ポ ー ト ソ リ ュ ー

が上がると良いですね︒

とで︑介護の仕事への信頼性

うしたシステムが普及するこ

という反応が多く出ます︒こ

コニカミノルタジャパン株式会社 〒105 - 0023 東京都港区芝浦 1−1−1 浜松町ビルディング TEL: 0120 - 925 - 817
https://www.konicaminolta.jp/business/solution/innovation/expertise/care̲support/index.html

動きに無駄がなくな

並木 食事︑排泄︑入浴など

ています︒仕事の流れを見て

安になります︒でも︑職員が

子がよくわかりました︒本日

もらうと︑
﹁やっぱりすごい﹂

余裕を持って入居者様にお声

はありがとうございました︒

入居者からも
﹁ありがとう﹂の声が増加

ポートソリューションを勧め
ので︑ピンポイントで注力で
ユーザー会は終始なごやかな雰囲気で進行。ケ
アサポートソリューションのみならず、お互いの
取り組みについても情報交換が行われた

の介護記録の作業もスマホか
らできるので︑事務に使う時
間が短縮できます︒その空い

をかけると︑
﹁ お話しできて
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た時間を︑話し合いや他の仕

ネオ・サミット茅ヶ崎
小川公美さん
（生活サービス課 課長代理）

