
















（別紙２） 
介護ロボット使用状況報告書 

 
                                                      平成３０年 ３月 ５日 
                                     
       

法人名 施設名 施設の種別 
 社会福祉法人 
  館山老人ホーム 
 

 
館山特別養護老人ホーム 

 

 
特別養護老人ホーム 
 

介護ロボットの種別 介護ロボットの製品名 
 
  見守り支援機器 
 

フランスベッド 
 見守りケアシステム付きベッド 
 

介護ロボット導入時期 導入台数  
   平成２９年１月１０日      １ 

【介護ロボットの使用状況（使用する業務・使用頻度等）】 
  ※日々の利用状況等が確認できる日誌等を活用して、具体的に記載すること。 
・2017 年 1 月 10 日より、主に、ショートステイ利用者のベッドとして使用 
 現在に至る。 
 
 
【介護ロボットの導入効果（導入による業務改善状況等）】 
  ※介護時間の短縮、直接・間接負担の軽減効果、介護従事者（利用者）の満足度等、日々の利用

状況が確認できる日誌等の活用や定点観測情報に基づいて具体的に記載すること。 
ベッド内蔵センサーによる、動作探知で、使用期間中、ベッドからの転倒、転落 
事故を防ぐ事が出来た。 
様々なタイプのご利用者様に合わせた対応を取れ、特に夜勤帯において 
職員の見守り業務の効率化にもつながった。 
 
【介護ロボットの不都合な点】 
  ※介護ロボットの機能に関すること、使い勝手に関することなど具体的に記載すること。 
「動きだし」「起き上がり」「端座位」「離床」と４つの動作を検知する事が 
可能だが、個人にあわせたセッティングを行わないと、コールが頻回になって 
しまう面がある。 
 
 
 

 



（別紙２） 
介護ロボット使用状況報告書 

 
                                                      平成 30 年 3 月 9 日 
                                     
       

法人名 施設名 施設の種別 
 
社会福祉法人 竹友会 
 

 
特別養護老人ホーム 

やわら木苑 

 
介護老人福祉施設 
 

介護ロボットの種別 介護ロボットの製品名 
 
見守り 

 
見守りケアシステム FB-033・L-2・30V M1(DW) 

介護ロボット導入時期 導入台数  
   平成 29 年 3 月 14 日      6 台 

【介護ロボットの使用状況（使用する業務・使用頻度等）】 
  ※日々の利用状況等が確認できる日誌等を活用して、具体的に記載すること。 
自ら離床することができかつ転落・滑落することが多い利用者の方に毎日使っている 
夜間ポータブルトイレを使っている方に使っている 
 
 
【介護ロボットの導入効果（導入による業務改善状況等）】 
  ※介護時間の短縮、直接・間接負担の軽減効果、介護従事者（利用者）の満足度等、日々の利用

状況が確認できる日誌等の活用や定点観測情報に基づいて具体的に記載すること。 
 対応が迅速にできて、事故を未然に防ぐことができている。 
 コールが鳴ると職員が迅速に対応でき介護時間が短くなった。 
 利用者の安全が保たれる 

平成 29 年 7 月から 12 月まで居室での転倒 5 件。 
平成 28 年 7 月から 12 月まで居室での転倒 15 件。 
以上のことからセンサーベッドを 6 台整備したことで転倒件数が少なくなっている

のではないかと推測する。センサーが鳴って未然に転倒が防ぐことができた件数は不

明。 
【介護ロボットの不都合な点】 
  ※介護ロボットの機能に関すること、使い勝手に関することなど具体的に記載すること。 
 センサー本体の位置が頭部側のため壁に近く目視しにくい。 
 軽い利用者はセンサーが反応しにくいようだ。 
 センサーの設定が利用者の動きと一致するまでの観察はどれくらい必要なのか不

明。 
 



（別紙２） 
介護ロボット使用状況報告書 

 
                                                      平成 30 年 3 月 7 日 
                                     
       

法人名 施設名 施設の種別 
 
社会福祉法人 芙蓉会 

 

 
上総園 

 

 
特別養護老人ホーム 

 
介護ロボットの種別 介護ロボットの製品名 

 
 見守り 
 

 
 見守りケアシステム ＦＢ-033・Ｌ-2・30Ｖ Ｍ1(ＤＷ) 
 

介護ロボット導入時期 導入台数  
   平成 ２９年 ３月 ９日    ２１台 

【介護ロボットの使用状況（使用する業務・使用頻度等）】 
  ※日々の利用状況等が確認できる日誌等を活用して、具体的に記載すること。 
 ① 施設に新入所となった利用者の生活パターン(就寝時間や起床時間、排尿の感覚など) 把握 

のため、新入所時から一定期間、昼夜使用。 
 ② 認知症のためコールを正しく使用できず、居室内での転倒や転落のリスクが高い利用者の 
    居室内の見守りに使用。 
【介護ロボットの導入効果（導入による業務改善状況等）】 
  ※介護時間の短縮、直接・間接負担の軽減効果、介護従事者（利用者）の満足度等、日々の利用

状況が確認できる日誌等の活用や定点観測情報に基づいて具体的に記載すること。 
 ① 新入所の利用者の生活パターンを早期に把握できるため、利用者の生活リズムに沿った 
    訪室が可能になる。結果として、訪室に出向く回数を最小限にすることができるため、 
    介護員の移動距離が短くなり身体的負担の軽減につながった。 
 ② 認知症の利用者の居室内での見守りが可能になるため、転倒や転落防止のために何度も 
    巡回する必要がなくなった。巡回数が減ることによる身体的負担の軽減とともに、いつ 
    転倒するかわからないといった緊張感が緩和され、精神的な負担の軽減にもつながった。 
【介護ロボットの不都合な点】 
  ※介護ロボットの機能に関すること、使い勝手に関することなど具体的に記載すること。 
 ① キャスターのブレーキが４輪それぞれ独立しているため、ブレーキをかけたり、解除した 
    りするときに手間になる。施設使用ではベッドを移動する機会も多くなるため、ブレーキの 
    操作がより簡単になると施設でもさらに使用しやすくなる。 
 ② 車椅子を使用する利用者には、移乗時にサイドレールが邪魔になることがある。 
    他者メーカーは、サイドレールが工夫されており車椅子の利用者がベッドに近づけるように 
  なっている。 



（別紙２） 
介護ロボット使用状況報告書 

 
                                                      平成３０年２月２４日 
                                     
       

法人名 施設名 施設の種別 
 
社会福祉法人 壮健会 
 

 
特別養護老人ホーム    

さくらの丘 
 

 
特別養護老人ホーム 
 

介護ロボットの種別 介護ロボットの製品名 
 
見守り 
 

 
見守りケアシステム FB-033・L-2・30V M1(DW) 
 

介護ロボット導入時期 導入台数  
   平成 ２９年 ２月 ２４日 １０台 

【介護ロボットの使用状況（使用する業務・使用頻度等）】 
  平成２９年３月１日から使用を開始し、ほぼ毎日すべての台数を使用している。 
 
 
 
 
【介護ロボットの導入効果（導入による業務改善状況等）】 
  1、認知機能低下に伴う危険行為や迷惑行為への認識が困難な利用者を同時に見守ることができ、

転落・転倒の事故や徘徊等による迷惑行為を未然に防ぐことができた。 

また、夜間などの介護職員が少ない時間帯での見守りが強化でき、職員の労力の削減につなが

った。 

2、介護ロボットの導入に際し、利用者と家族に説明を行い、同意をいただいた上で実施している

が、利用者に対する安心かつ安全に過ごせる環境作りを評価する意見が多く聞かれている。 
 
 
 
 
 
【介護ロボットの不都合な点】 
  ・機器設定にもよるが、過剰反応や誤報がある。 
 ・対象の利用者や他の利用者がセンサー音で覚醒し、浅眠傾向がみられる。 
 



(別添１－２)       
介護ロボット使用状況報告    

             平成３０ 年３ 月２日 
         報告担当者職・氏名 古 川 信 幸 
          報告担当者連絡先 介護老人保健施設 葵の園・沼南

               柏市箕輪５３２－１ 

                              04-7160-8888 
法人名  介護サービス事業所名  介護サービスの種別  

 
医療法人社団 葵会 

 
葵の園・沼南 

 
介護老人保健施設  

介護ロボットの種別 介護ロボットの製品名 
 
認知症見守り支援（施設） 

 
【製品名】見守りケアシステム  

FB-033・L-2・30V M1(DW) 

介護ロボット導入時期 導入台(セット)数  
平成 29 年 1 月 31 日 1 台 
【介護ロボットの使用状況（使用する業務・使用頻度等）】 
※日々の利用状況等が確認できる日誌等を活用して、具体的に記載すること。 
 
１．介護が必要な高齢者が就寝されるベッド上で、利用者様の起床を自動感知する 

事により、ベッドを離れる事による転倒を防ぐ目的で導入しました。 
 

 ２．利用者様の起床感知センサーのコール回数は１晩での平均５回～７位でした。 
   職員の対応も慣れてきています。 

 
 ３．夜間中に起床されていた情報を連続して数日分収集できたので、睡眠不足と 

昼夜逆転の生活パターンを配慮した介護ができました。 
 

４．センサーで感知され起床する主な理由は、トイレと突発的思いつきであり、 
事前に想定した対応はできませんでした。しかし、早く正しく状況をキャッチ 
する事は、次の対応に重要な情報でした。 

 
５．介護職員はセンサーに呼ばれる事で、他の仕事を中断する状況が生じるので、 

転倒リスク率の高い方に対しては、人的見守りで対応しています。 
 

 



【介護ロボットの導入効果（使用する業務・使用頻度等）】 
※介護時間の短縮、直接・間接負担の軽減効果、介護従事者（利用者）の満足度等、

日々の利用状況が確認できる日誌等の活用や定点観測情報に基づいて具体的に記載する

こと。 
 
１．施設全体のコールの数が少なくなっています。センサーが煩わしい状況もあり 

ましたが、事前に検知するか察知する動作が職員に身に付き、全体の危険に対する 
認識度が高まりました。その為、離床時に起きるヒヤリハットもほとんどなくなっ

ています。 
 
２．センサーの適用者を選別して、身体的に弱っている方に利用してみた結果、 

コール頻度は少ないですが、危険に至るリスクは回避され、介護職が利用者様に 

付添して拘束される時間が減りました。 
 

 ３．自立の高い利用者様が、夜間帯に目覚めて何か気になる時や、トイレへ行き 
たい時に離床しようとします。離床するまでに至る動きは、昼間の時間帯の 
行動と関係がないので、離床後は職員が個々に介助しています。このような 
動作を履歴として残せる事は、今後に生かせると思います。 

 
  
【介護ロボットの不都合な点の課題】 
※介護ロボットの機能に関すること、使い勝手に関することなど具体的に記載するこ

と。     
１．職員がロボットの利用に慣れてきたので、利用の仕方を変えて対応して 

いますが、利用者の状況を考慮して利用しないと、頻回のコールに職員が 
振り回される事になります。 
 

   ２．他のセンサーの併用し、利用者様の行動が把握できると、行動分析が 
     できて、介護対応が向上できると思います。 
 
 
 
 
 

 



（別紙２） 
介護ロボット使用状況報告書 

 
                                                        平成３０年３月７日 
                                     
       

法人名 施設名 施設の種別 
 
社会福祉法人 平成桔梗会 
 

介護老人福祉施設 
桔梗ケ丘シルバーホーム 
 

 
特別養護老人ホーム 
 

介護ロボットの種別 介護ロボットの製品名 
 
     見守り 
 

 
見守りケアシステム FB-033・L-2・30V M1 (DW) 
 

介護ロボット導入時期 導入台数  
     平成２９年２月９日    ２台 

【介護ロボットの使用状況（使用する業務・使用頻度等）】 
  ※日々の利用状況等が確認できる日誌等を活用して、具体的に記載すること。 
・臥床中の利用者様への起き上がり等の介助支援や転倒、転落防止のために 
 使用している。 
・毎日、昼夜の臥床時に使用している。 
 
【介護ロボットの導入効果（導入による業務改善状況等）】 
  ※介護時間の短縮、直接・間接負担の軽減効果、介護従事者（利用者）の満足度等、日々の利用

状況が確認できる日誌等の活用や定点観測情報に基づいて具体的に記載すること。 
・段階的なセンサーの反応設定ができるため、利用者様個々に合わせた対応が可能。 
 そのため、従来のセンサーよりも利用者様の動き方によって使用できるので、 
 利用者様、介護従事者の双方に負担の減少になっている。 
・ベッド自体にセンサーが付いているため、利用者様が気にされることがなく良い。 
・見守りケアシステム使用により、事故、ヒヤリハットが減少した。 
【介護ロボットの不都合な点】 
  ※介護ロボットの機能に関すること、使い勝手に関することなど具体的に記載すること。 
・使用するに当たり、特に不都合は感じません。 
 
 
 
 
 

 





（別紙２） 
介護ロボット使用状況報告書 

 
                                                      平成３１年 ２月２６日 
                                     
       

法人名 施設名 施設の種別 
 社会福祉法人 
  館山老人ホーム 
 

 
館山特別養護老人ホーム 

 

 
特別養護老人ホーム 
 

介護ロボットの種別 介護ロボットの製品名 
 
  見守り支援機器 
 

フランスベッド 
 見守りケアシステム付きベッド 
 

介護ロボット導入時期 導入台数  
   平成２９年１月１０日      １ 

【介護ロボットの使用状況（使用する業務・使用頻度等）】 
  ※日々の利用状況等が確認できる日誌等を活用して、具体的に記載すること。 
・2017 年 1 月 10 日より、主に、ショートステイ利用者のベッドとして使用。 
 現在に至っている。 
 
 
【介護ロボットの導入効果（導入による業務改善状況等）】 
  ※介護時間の短縮、直接・間接負担の軽減効果、介護従事者（利用者）の満足度等、日々の利用

状況が確認できる日誌等の活用や定点観測情報に基づいて具体的に記載すること。 
ベッド内蔵センサーによる、動作探知で、使用期間中、ベッドからの転倒、転落 
事故を防ぐ事が出来た。 
様々なタイプのご利用者様に合わせた対応を取れ、特に夜勤帯において 
職員の見守り巡回業務の効率化にもつながり介護職員も効果に満足している。 
 
【介護ロボットの不都合な点】 
  ※介護ロボットの機能に関すること、使い勝手に関することなど具体的に記載すること。 
「動きだし」「起き上がり」「端座位」「離床」と４つの動作を検知する事が 
可能だが、個人にあわせたセッティングを行わないと、コールが頻回になって 
しまう面がある。 
 
 
 

 



（別紙２） 
介護ロボット使用状況報告書 

 
                                                      平成 31 年 3 月 21 日 
                                     
       

法人名 施設名 施設の種別 
 

社会福祉法人竹友会 
 

 
特別養護老人ホーム 

やわら木苑 

 
介護老人福祉施設 

 
介護ロボットの種別 介護ロボットの製品名 

 
見守り 

 

 
見守りケアシステム FB-033・L-2・30V M1(DM) 

 
介護ロボット導入時期 導入台数  

 平成 29 年 3 月 14 日 6 台 
【介護ロボットの使用状況（使用する業務・使用頻度等）】 
  ※日々の利用状況等が確認できる日誌等を活用して、具体的に記載すること。 
 自ら離床することができ、転落及び滑落することが多い利用者の方に毎日使ってい

る、また夜間ポータブルトイレを使っている方に使用している。 
 
 
 
【介護ロボットの導入効果（導入による業務改善状況等）】 
  ※介護時間の短縮、直接・間接負担の軽減効果、介護従事者（利用者）の満足度等、日々の利用

状況が確認できる日誌等の活用や定点観測情報に基づいて具体的に記載すること。 
 ・対応が迅速にでき、事故を未然に防ぐことができている。 
 ・コールが鳴ると職員が迅速に対応できて介護時間が短縮できた。 
 ・利用者の安全が保たれる。 
 
 
【介護ロボットの不都合な点】 
  ※介護ロボットの機能に関すること、使い勝手に関することなど具体的に記載すること。 
 ・センサー本体の位置が頭部側のため壁に近く目視しにくい。 
 ・体重の軽い方は反応しにくい。 
 ・センサー設定と利用者の動きとが一致するまでの観察はどの程度かかるか不明。 
 
 
 



 





（別紙２） 
介護ロボット使用状況報告書 

 
                                                      平成３１年３月４日 
                                     
       

法人名 施設名 施設の種別 
 
社会福祉法人 壮健会 
 

 
特別養護老人ホーム    

さくらの丘 
 

 
特別養護老人ホーム 
 

介護ロボットの種別 介護ロボットの製品名 
 
見守り 
 

 
見守りケアシステム FB-033・L-2・30V M1(DW) 
 

介護ロボット導入時期 導入台数  
   平成 ２９年 ２月 ２４日 １０台 

【介護ロボットの使用状況（使用する業務・使用頻度等）】 
  平成２９年３月１日から使用を開始し、ほぼ毎日すべての台数を使用している。 
 
 
 
 
【介護ロボットの導入効果（導入による業務改善状況等）】 
  1、認知機能低下に伴う危険行為や迷惑行為への認識が困難な利用者を同時に見守ることができ、

転落・転倒の事故や徘徊等による迷惑行為を未然に防ぐことができた。 

また、夜間などの介護職員が少ない時間帯での見守りが強化でき、職員の労力の削減につなが

った。 

2、介護ロボットの導入に際し、利用者と家族に説明を行い、同意をいただいた上で実施している

が、利用者に対する安心かつ安全に過ごせる環境作りを評価する意見が多く聞かれている。 
 
 
 
 
 
【介護ロボットの不都合な点】 
  ・機器設定にもよるが、過剰反応や誤報がある。 
 ・対象の利用者や他の利用者がセンサー音で覚醒し、浅眠傾向がみられる。 
 ・巡視回数が減るという利点がある反面、目視による観察回数も減る。 



 
 





（別紙２） 
介護ロボット使用状況報告書 

 
                                                      平成３１年 ３月 ５日 
                                     
       

法人名 施設名 施設の種別 
 
社会福祉法人 平成桔梗会 
 

介護老人福祉施設 
桔梗ケ丘シルバーホーム 
 

 
特別養護老人ホーム 
 

介護ロボットの種別 介護ロボットの製品名 
 
見守り 
 

 
見守りケアシステム FB-033・L-2・30V M1（DW） 
 

介護ロボット導入時期 導入台数  
   平成２９年 ２月 ９日 ２台 

【介護ロボットの使用状況（使用する業務・使用頻度等）】 
  ※日々の利用状況等が確認できる日誌等を活用して、具体的に記載すること。 
 日中、夜間、臥床時に認知症の利用者様へご自身の身体状況の理解が難しく 
 転倒、転落の予測困難な方へ毎日使用している。 
 
 
【介護ロボットの導入効果（導入による業務改善状況等）】 
  ※介護時間の短縮、直接・間接負担の軽減効果、介護従事者（利用者）の満足度等、日々の利用

状況が確認できる日誌等の活用や定点観測情報に基づいて具体的に記載すること。 
 ベッド内蔵センサーによる動作検知で使用している期間では転倒、転落が未然に 
 防げている。利用者様が認知症等心身の状況に変化があっても変化に合わせた 
 対応が取れ、特に夜間帯に於いて職員の見守り業務の効率化につながった。また、 
 事故、ひやりはっとの減少が見受けられた。ベッド内蔵センサーなので利用者様 
 の寝心地も良いと思われる。 
【介護ロボットの不都合な点】 
  ※介護ロボットの機能に関すること、使い勝手に関することなど具体的に記載すること。 
 ベッドの向きを変える際に設定を変える必要があり、センサーの設定がその 
 利用者様に合わせた適正なセッティングを行えていないと少しの胎動で 

コールが頻回に鳴ってしまう面がある。感度の設定が分かりづらい。 
 
 
 

 




