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ごあいさつ

介護・生活支援ロボット普及推進協議会及び活用研究会の皆様には、日頃から大変お世話
になっております。活動を支えていただいている皆様のご理解とご支援に心より感謝申し上
げます。
令和３年度においては、介護保険制度の改正及び報酬改定が行われ、科学的介護を推進す
るための情報システム（ＬＩＦＥ）が介護事業所に導入されるなど、新たな取り組みが始まっ
ております。こうしたなか、当協議会では、新たに「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）
推進委員会」を設置し、活動を開始したところです。
我が国は、９月１日にデジタル改革の司令塔となるデジタル庁が発足し、デジタル化の波は、
各府省庁や地方自治体だけでなく、教育や医療、介護の分野にも急速に波及することになります。
介護の分野においては、人財確保が困難となるなか、サービスの質を維持しながら労働生
産性を高めるために、介護ロボットやＩＣＴ、ＬＩＦＥの活用に関心が高くなっています。
このたび、当協議会及び活用研究会では、介護ロボットやＩＣＴに関する最新情報を提供
するとともに、活用研究会における最新の研究成果をタイムリーに提供できるよう、ガイドブッ
クを制作することといたしました。さらに、Ｗｅｂシステムを活用して最新の情報を提供で
きるプラットフォームを構築したいと考えております。
今後とも、会員の皆様と連携協力しながら、介護・生活支援ロボットの普及並びに質の高
い介護サービスの提供に向けた取り組みを推進してまいりますので、皆様のご理解とご協力
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
令和3年10月吉日
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介護・生活支援ロボット普及推進協議会 委員長
科学的介護情報システム（LIFE）推進委員会 委員長
（公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 理事長）

瀬戸

恒彦

介護・生活支援ロボット普及推進協議会について

「介護現場でロボット！？」 かつての介護現場におけるロボットは、個別性の高い介護サー
ビスが提供できるのか、安全面に問題はないか、コストがかかりすぎるのではないか、といっ
た不安視する声も少なくありませんでした。
少子高齢化が進み、就業人口減、とりわけサービス業全般において人材不足が課題となっ
てきました。
特に、介護や福祉の現場では、人材の確保や育成、サービスの質の向上が重要な課題となっ
ており、現在では介護ロボットの活用が一般化しています。
一方で、介護・生活支援ロボットの開発メーカー側と、実際に介護・生活支援ロボットを
活用する施設側におけるシーズとニーズのミスマッチが生じていることが課題となっており、
その解決に向けては、両者を繋ぎ、正しい情報提供・交換が不可欠となっています。
介護現場における生産性を高め、介護人材の確保及び育成を図るための介護・生活支援ロボッ
トの導入支援は今後もニーズが高まることが予想されます。
公益社団法人かながわ福祉サービス振興会では、平成３０年度に介護・生活支援ロボット
の開発メーカー及び販売代理店による開発や周知、販売における情報交換や意見交換、介護
事業者側とのマッチングなどを目的とした「介護・生活支援ロボット普及推進協議会」を設
立しました。
当協議会は、これまで介護ロボットやICTの普及啓発のため、実証実験の実施、導入活用
を検討している事業者や活用に課題を抱える事業者へのアドバイザー支援、神奈川県内外の
自治体からの要請を受けたイベントや各種展示会への出展等に尽力しています。
現在、介護ロボット・ICTメーカー及び代理店の他、神奈川県及び政令市の担当者、専門
職等のオブザーバー・アドバイザーを加え積極的な活動を行っております。
当協議会は、実証実験等に参加する「介護・生活支援ロボット活用研究会」及び「科学的
介護情報システム（LIFE）推進委員会」と連動し、現場における生産性向上、質の高いサー
ビス提供を叶える介護・生活支援ロボットの普及啓発を推進しています。
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介護・生活支援ロボット普及推進協議会 委員名簿

1

株式会社アム
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アド・ロールス株式会社

2
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10
11
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13

アロン化成株式会社
株式会社イノフィス

エイアイビューライフ株式会社
株式会社エス・エム・エス

N＆Fテクノサービス株式会社

エヌ・デーソフトウェア株式会社 関東第二営業所
株式会社大塚商会

株式会社カナミックネットワーク
株式会社カナデン
工房SERA

キング通信工業株式会社

14

株式会社金星

16

三昌商事株式会社

15
17
18
19
20
21
22
23

コニカミノルタQOLソリューションズ株式会社
湘南ロボケアセンター株式会社
株式会社SHINKO
株式会社TAOS

東邦ホールディングス株式会社
トーテックアメニティ株式会社

株式会社日本コンピュータコンサルタント
東日本電信電話株式会社 神奈川事業部

24

フランスベッド株式会社 病院神奈川営業所

26

株式会社FEN

25
27
28
29
30
31
32
33

株式会社FUJI

富士ソフト株式会社
丸文株式会社

マッスル株式会社

株式会社メディカルプロジェクト
株式会社やさしい手

株式会社リコージャパン
株式会社リンクジャパン

34

グローバル電子株式会社

36

株式会社Z-Works

35
37
38
39

40

株式会社ジェイテクト

ドーンコーラス合同会社

株式会社バイオシルバー 横浜営業所

パラマウントベッド株式会社 横浜支店

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会
※五十音順

令和3年10月現在
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株式会社アム

分野：排泄支援

水洗式ポータブルトイレ「流せるポータくん3号」
https://www.yasashiite.com/

ベッドサイドに置ける水洗式のポータブルトイレです。ポン

とボタンを押すだけで水が後片付けをしてくれます。バケツ式

なくて良くなり、水分補給を促す事が出来ます。

また自発的な排泄行為を促進するので、利用者の自立支援に

のポータブルトイレと違い、後片付けをする必要がありません。

役立てる事も可能です。これまで解決出来なかった排泄のお困

利用者様も家族に遠慮する必要が無くなるのでトイレを我慢し

負担軽減に大いに役立てる事が出来ます。

また利用後すぐに処理出来るので居室内の臭いも無くなります。

りを解決し、利用者様や介護者様の自立支援・QOL向上・介護

法 人 名：株式会社アム
代表者名：代表取締役 新保 昭弘
所 在 地：【北陸本社】 〒929-0426 石川県河北郡津幡町竹橋西179-1
tel.076-288-8655
【東京営業所】〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテル2F
tel.03-5324-2826
U R L：http://www.am-co.co.jp/
事業概要：水洗式ポータブルトイレ「流せるポータくん」の開発・製造・販売・レンタル
圧送式水洗仮設トイレ「どこでも水洗」の開発・製造・販売・レンタル
一言メッセージ
水洗式ポータブルトイレは工事を伴う商品になりますが、早ければ 2 時間程度で工事は完了出来ます。居室の取付けが可
能かどうかはお気軽にお問合せ下さい。施工方法はこちらからご提案致します。特養・老健・有料老人ホーム等、様々な
介護事業所でご利用頂いております。ご希望がございましたらこれまでの導入事例の案内や機器を用意してデモでのご紹
介を致します。多くの事業所様が最初はお試し導入をされています。是非、お試しからの導入をご検討下さい。
問合せ先
部署名：福祉事業部
電話番号：076-288-8655

メールアドレス：pota@am-co.co.jp

担当者名：河口
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アロン化成株式会社

分野：排泄支援・移動支援

【排泄支援】

水洗ポータブルトイレ キューレット

https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533618/
・新幹線のトイレと同じような原理で流す真空排水式のポータブルトイレです。
・スイッチ1つで排泄物を流せ、ポータブルトイレの後処理とニオイの問題を解決します。
・排水方式は、排泄物を密閉容器に6回分貯留できる室内仕様と、排水工事を行い直接
下水へ排水する屋外仕様が選べます。
・室内仕様は工事不要でどこにでも簡単に設置・移動・撤去ができます。
・屋外仕様は汚水の排水先として下水道・浄化槽・便槽のいずれも選択いただけます。
・トイレは樹脂製と家具調からお選びいただけます。
・家具調トイレは温水洗浄・暖房便座・温風乾燥機能が付いてます。
・キャスターが標準装備なので楽に移動ができます。
・ひじ掛けや便座の高さが調整できます。

【排泄支援】

家具調トイレ セレクトR 自動ラップ

https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533612/

・スイッチ1つで排泄物をラップ処理でき、ポータブルトイレの後処理とニオイの問題を解決します。
・防臭効果のあるフィルムで汚物を密封し、ニオイがお部屋に広がるのを防ぎます。
・ひじ掛けがノーマルタイプとはねあげタイプから選択できます。
・汚れやすい部品はプラスチック製なので、尿がついても染み込まずに拭き取れます。
・キャスターが標準装備なので楽に移動ができます。
・足引きスペースを設けたので、立ち上がりやすい構造になっています。
・ひじ掛けや便座の高さが調整できます。

【移動支援】

歩行車 リトルターン 電動アシスト付

https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/walkinggoods-rollator/533786/

・角度感知機能により上り坂はモーターによるアシストを、下り坂は自動ブレーキによりゆっくり進むことができます。
・傾斜角度を感知し、自動で「片流れ防止モード」に変更し直進性を高めます。
・急加速感知時は、自動でブレーキをかけて転倒を防止します。
・グリップを握っているかを感知し、手が離れると自動でブレーキがかかります。
・アシスト力はシンプルで分かりやすい3段階の設定ができます。
・使い方や危険な場所を音声でアシストします。
・バッテリーは充電しやすいパック式で、約4時間の連続使用が可能です。

法 人 名：アロン化成株式会社
代表者名：杉浦 伸一
U R L：https://www.aronkasei.co.jp/
所 在 地：東京都港区西新橋2-8-6
事業概要：介護用品ブランド「安寿」を中心に、排泄・入浴・レンタル・住宅改修・移動歩行・介護予防・
生活支援・食品の8つの分野で、様々な商品を展開しています。
一言メッセージ
気になる機器があればご連絡ください。試用貸出しも併せてお気軽にご相談ください。
オンラインでも相談可能です。よろしくお願いします。
問合せ先
部署名：ライフサポート事業部 新分野開拓 G
電話番号：03-6891-6053
メールアドレス：takuya_sakaguchi@aronkasei.co.jp
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担当者名：坂口

アド・ロールス株式会社

分野：排泄支援

ドリーマー
https://ad-rolls.com/product/dreamer/

・寝たきりの方、重度の要介護者が対象

・排泄を感知し、自動で吸引→洗浄→乾燥をおこないます

・脱臭フィルター装備。排泄処理時・待機時ともに常時脱臭。

法 人 名：アド・ロールス株式会社
代表者名：高橋 克英
U R L：https://ad-rolls.com/
所 在 地：東京都世田谷区駒沢２丁目17-２ 10F
事業概要：自動排泄処理装置の開発、製造、販売

一言メッセージ
当社の目指すゴールは、
「おむつよりも良い排泄介護」「要介護者にとって良質な排泄環境」
「人の手を借りない自立した排泄環境」です。
問合せ先
部署名：本社
電話番号：03-5787-6538

メールアドレス：takahashi@ad-rolls.com

担当者名：高橋
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株式会社イノフィス

分野：移乗介助（装着型）

マッスルスーツEvery
https://musclesuit.co.jp/

誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。
マッスルスーツEveryは、空気圧によって動くアシストスー
ツです。
働く現場での腰への負荷軽減から、日常のちょっとした力仕
事のサポートまで。
マッスルスーツEveryは、すべての人の健やかなライフスタ
イルを実現するために生まれたアシストスーツです。
介護施設での介助者の腰への負担を軽減します。
中腰姿勢で作業を行う、夜間の排泄介助や体位交換で活用を
いただいています。

＜導入先事例＞
施設：社会福祉法人友愛十字会・砧ホーム（東京都世田谷区）
定員60名、併設のショートステイ4名、計64床の特別養護老
人ホーム。現在18名のスタッフに対して6台のマッスルスーツ
を導入し活用しています。
人材の確保は砧ホームにとっても大きな課題で、同ホームの
鈴木健太施設長は、「できるだけ負荷の少ない介護の実現」を
模索していく中で、マッスルスーツを導入されました。
https://musclesuit.co.jp/blog/2403/

法 人 名：株式会社イノフィス
代表者名：折原 大吾
U R L：https://innophys.jp/
所 在 地：東京都新宿区神楽坂4-2-2 東京理科大学 森戸記念館3階
事業概要：介護福祉機器の開発、設計、製造、販売
産業用特殊機器の開発、設計、製造、販売
機器開発技術シーズの発掘および事業化コンサルティング
機器開発技術シーズの知財取得・維持・管理
製品の認証取得・維持・管理
一言メッセージ
施設でのご体験のご希望ありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
問合せ先
部署名：営業企画部
電話番号：080-5376-8889
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メールアドレス：k-nagasawa@innophys.jp

担当者名：長澤

エイアイビューライフ株式会社

分野：見守り・コミュニケーション

A.I.Viewlife
https://aiview.life/product/

A.I.Viewlifeは「広角赤外線（IR）センサー」と「生体センサー」

（対象エリア：個室／多床室／床・畳布団／共用スペース等）

の連動によって介護・医療現場の様々な課題解決をサポートし

②非接触型生体センサーによる呼吸・体動情報から、ベッド上

①居室エリア全体をプライバシー保護画像で見える化し、昼夜

③遠 隔アクセス機能により、接触回数自体を減らし"感染症リ

ます。

を問わず危険予兆動作、危険状態の検知・通知・録画・記録
が可能

での安静状態表示および生体異常の検知通知が可能

スク”対策、”夜勤業務負担”低減対策として活用可能

法 人 名：エイアイビューライフ株式会社
代表者名：安川 徹
U R L：https://aiview.life/
所 在 地：〒102-0092 東京都千代田区2番13号 US半蔵門ビル201
事業概要：■介護・医療機関への機器販売事業
■ディープデータを活用したクラウドサービス提供事業
見守りロボット機器の開発・販売ビジネスからスタートし、機器から得られたディープデータの分析・研究成果
を活用した「健康ソリューション企業」を目指しています。
※ここでのディープデータとは、個々人が持つ属性を長期間にわたり深く蓄積したデータのことを意味します。
一言メッセージ
当社の見守りロボットは、被介護者・介護者双方にとって様々な課題解決を提供できる機器として、これまで約 60 施設へ
の導入実績がございます。製品デモンストレーションは zoom 等のビデオ通話ツールを活用して随時実施しており、導入
製品選定の際には無償短期貸出も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
問合せ先
部署名：事業推進課
電話番号：03-6261-6327

メールアドレス：support@aiview.life

担当者名：横沢
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Ｎ＆Ｆテクノサービス株式会社

分野：見守り・コミュニケーション

予測型見守りシステム「ネオスケア」
https://neoscare.noritsu-precision.com/

誤検出少なく、業界№１の通知スピード

赤外線センサーによるシルエット動画でプライバシーにも配慮
検知動画による事故の原因究明と再発防止策が図れる

居室間の移設も簡単にでき、必要な時に必要なところで使えます。

体動センサ「安心ひつじ」
https://www.anshin-hitsuji.jp/about.html

マットレスの下に敷くだけで睡眠中の体動・心拍・呼吸・離床を

お手頃価格で見える化。

かかりつけ医などともクラウド経由で常時情報共有を実現。
ナースコールとの連動にも対応。
在宅介護での活用もＯＫ

法 人 名：Ｎ＆Ｆテクノサービス株式会社
代表者名：代表取締役 福井 敏雄
U R L：http://www.nftechno.co.jp/
所 在 地：〒182-0014 東京都調布市柴崎1-67-1
事業概要：介護機器・システム販売・医療・健康診断機器の設置・メンテナンス
業務用写真関連機器の設置・メンテナンス・ストリートビュー撮影・制作
一言メッセージ
弊社は、介護ロボット・ソフトを一方通行に販売するのでなく、介護施設の課題の本質を解決できるようなソリューショ
ンを提供することで、介護施設のお困りごと解決のお手伝いいたします。
お気軽にご相談ください。
問合せ先
部署名：介護事業部
電話番号：042-444-7016
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メールアドレス：hajime.tsujimoto@fujifilm.com

担当者名：辻本

エヌ・デーソフトウェア株式会社 関東第二営業所
代表取締役社長 丹治 朋之

エヌ・デーソフトウェア株式会社

分野：介護業務支援

本社所在地 〒９９２－０４７９ 山形県南陽市和田３３６９
事業内容 福祉・医療関連オリジナルソフトウェアプロダクトの企画・開発・販売およびソフトウェア
運用支援・ソフトウェア保守サービス。自社開発の福祉業務支援ソフトウェア「ほのぼの」
シリーズの販売および運用サポート。 HP：https://www.ndsoft.jp/

記録業務の効率化ツール！
施設内での
タブレットによる
記録業務支援アプリ

訪問系情報共有ツール！
訪問先でのスケ
ジュール確認、実績
入力情報共有ツール

新デジタルインカム

職員間リアルタイム情報共有

iPad/iPhoneなどのiOS端末での
運用が可能な情報共有インカム

声で書こう!

マイクを使用して
音声文字入力、
介護福祉業界の
用語もすぐに変換
できます

バイタル機器連携

連携機能も充実

タブレットシステムと体温計/
血圧計/パルスオキシメーター
とのBluetooth 連携

在宅サービスの強化

安心・安全な環境で過ごしてい
ただくことを目指し、TV電話
の見守りツールを商品化

「ほのぼの」シリーズは、画面デザイン・操作性・導入後の万全なサポートなどがお客様に評価され、
※2021/4弊社調べ）事業所様で
介護福祉ソフト分野で業界トップのシェア！全体６７，８００を超える（※
法 人 名：エヌ・デーソフトウェア株式会社
ご愛顧いただいております。オンラインやご訪問でのご相談、デモンストレーションも承っております。
代表者名：代表取締役社長
丹治 朋之
お気軽にお声がけください。
U R L：https://www.ndsoft.jp/
連絡先：エヌ・デーソフトウェア株式会社
関東第二営業所 TEL：045-548-6811
所 在 地：〒992-0479
山形県南陽市和田3369
事業概要：福祉・医療関連オリジナルソフトウェアプロダクトの企画・開発・販売およびソフトウェア
運用支援・ソフトウェア保守サービス。自社開発の福祉業務支援ソフトウェア「ほのぼの」
シリーズの販売および運用サポート。

一言メッセージ
「ほのぼの」シリーズは、画面デザイン・操作性・導入後の万全なサポートなどがお客様に評価され、介護福祉ソフト分野
で業界トップのシェア！全体 67,800 を超える（※ 2021/4 弊社調べ）事業所様でご愛顧いただいております。オンライ
ンやご訪問でのご相談、デモンストレーションも承っております。
お気軽にお声がけください。
問合せ先
部署名：関東第二営業所
電話番号：045-548-6811

メールアドレス：tomoyasu.yano@ndsoft.jp

担当者名：矢野
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株式会社大塚商会

分野：介護業務支援

メディケアプロジェクト
https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/casestudies/category/medical/?02=82_at-side-links

医療・介護業界は事業内容も法人規模もさまざまで、抱えて

護の連携ネットワーク作りなど、時代の要請が大きく変わりつ

を的確につかみ、ベスト・ソリューションをご提供できることが、

IT導入のパートナーとして1000社以上の医療機関・介護事業

いる課題も多岐にわたります。そんなお客様の業務内容と課題
大塚商会の強みです。地域包括ケア対応、在宅医療、医療・介

つある医療・介護業界のための解決策を多数ご用意しています。
者様の皆様に選ばれています。

■メディケアプロジェクト紹介動画

https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/movie/medicare-solution-core-spiral/

■導入事例リンク先

https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/casestudies/category/medical/?02=82_at-side-links

法 人 名：株式会社大塚商会
U R L：https://www.otsuka-shokai.co.jp/
所 在 地：東京都千代田区飯田橋2-18-4
時
間：平日9：00～17：30
一言メッセージ
介護 DX へ取り組む法人様へ部分最適ではなく、全体最適を実現するメディケアソリューションの御提案をいたします。
経営改善・業務改善に向けたお悩みをご相談ください。
問合せ先
部署名：本部 SI 統括部 流通サービス SP2 課
電話番号：03-3514-7850 ／携帯：090-8487-6191 メールアドレス：Toshiaki.Yamauchi@otsuka-shokai.co.jp 担当者名：山内
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株式会社カナミックネットワーク

分野：介護業務支援

カナミッククラウドサービス
https://www.kanamic.net/

カナミックネットワークは医療・介護分野に特化したクラウ

ドサービス「情報共有システム」と「介護ソフト」でこれから
の超高齢社会を支えます。

インターネットに繋がる環境とPC・モバイルデバイスさえ

ご準備いただければ、いつでも、どこでも、端末や台数を気に
せず、すぐにご利用いただけます。

サーバの運用・保守・管理は全て弊社が行いますので、お客

様はサーバ管理等の手間から解放されます。

その上、頻繁に行われる法改正等におけるバージョンアップ、

電話サポート費用は全て月額利用料に含まれておりますので、
ユーザーの皆様には費用と手間をかけさせません。

医療・看護・介護・自治体といった多職種他法人間の垣根を

越えた情報共有を容易にし、地域包括ケアを実現するための必
須ツールです。

もちろん皆様が安心してご利用いただくために高度なセキュ

リティに対する取り組みを行っております。

法 人 名：株式会社カナミックネットワーク
U R L：https://www.kanamic.net/
所 在 地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー31階
事業概要：介護・医療分野におけるクラウドサービス提供業務・他
上
場：東京証券取引所市場第一部

一言メッセージ
カナミックなら科学的介護：LIFE（CHASE・VISIT）に対応／介護業務フローを一気通貫でデータ抽出可能！
未来の介護のデータベースとして期待されている LIFE ですが、示されているデータ項目は「総論（ADL 等）/ 機能訓練・
リハビリ・その他」、「栄養」、「口腔」、「認知症」ととても多岐にわたります。これらのデータを介護業務の中で電子化し
抽出するためには、ご利用者様情報の管理から記録、請求までを含めた総合的な機能をもった介護ソフトが必須となるで
しょう。
カナミックの介護ソフトは必要な項目を用意し、ユーザーの皆様が容易にデータ抽出が行えるよう対応いたします。
カナミックの介護ソフトをご利用いただくことで、業務の効率化と新設される加算取得をサポートします。新しい介護の
実現のために、是非カナミックの介護ソフトをご検討ください。
問合せ先
部署名：営業部
電話番号：03-5798-3955 メールアドレス：弊社ホームページ上のお問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。 担当者名：吉武、髙橋
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株式会社カナデン

分野：見守り・コミュニケーション
排泄支援

【見守り・コミュニケーション】

Link＆Robo forウェルネス

https://www.dcs.co.jp/solution/lr_wellness/index.html

レクリエーションのインストラクターや利用者様とのおしゃべりをお
こなうコミュニケーションロボット・サービスです。アプリケーショ
ンの継続的なレベルアップや、コミュニケーションの積み重ねによる
対話の最適化で、ロボットの成長が感じられるコンテンツを提供しま
す。参加者や実施内容がわかるレクリエーション記録や、音声と文字で
参照できるおしゃべり履歴は、スタッフ間の情報共有や、データに基づ
いたPDCAサイクルの運用にも、お役立ていただけます。2019年度～
2020年度、AMED（国立研究開発法人日本医療研究開発機構）の「ロ
ボット介護機器開発・標準化事業（開発補助事業）」の採択を受け、三
菱総研ＤＣＳ株式会社が開発・提供しています。

※ソフトバンクロボティクスの小型二足歩行ロボッ
ト「NAO」を活用し、三菱総研ＤＣＳにて独自に
サービス提供をしています。
※「NAO」はソフトバンクロボティクスの商標です。
※「Link＆Robo」は、三菱総研DCS株式会社の商
標として登録手続き中です。

【排泄支援（排泄予測）】

排泄予測デバイス「DFree Professional」

https://dfree.biz/professional/index.html

超音波センサーを下腹部に装着することで、膀胱の尿のたまり具合を１０段階で計測。トイレのタイ
ミングを、事前にスマートデバイスへ通知することで、トイレ誘導・おむつ交換の最適化を行うこと
が可能です。トイレ排尿率向上・失禁率減少による自立支援とおむつにかかる費用の削減に寄与する
排泄支援分野の介護ロボットです。

【ICT・介護ロボット】

見守り介護ロボットソリューション

https://www.kanaden.co.jp/products/news/detail/aams.html
ベッドの下に設置した非接触センサー（aams）で、人の生体情報（心拍、呼吸、体動、
睡眠状態）を離れた場所から見守ります。
各居室に設置したカメラ（当社推奨機種：MELOOK3シリーズ）とも連動可能。生体
情報と合わせて、居室内の様子も映像で確認できます。録画・配信サーバー（ネカ録）
と組み合わせると、記録映像も取得できます。
異常が出た場合、手元のモバイル端末で、居室内映像と生体情報をその場で把握できます。
手元で患者・入居者の体調や様子を把握できるため、夜間介護等の職員の負担を軽減します。
カメラ映像を確認することで、至急の駆け付け要否を判断できます。また、カメラ映像は、
施設内の事件・事故防止や、施設としての証憑管理にも活用できます。

法 人 名：株式会社カナデン
代表者名：取締役社長 本橋 伸幸
U R L：https://www.kanaden.co.jp/
所 在 地：〒104-6215 東京都中央区晴海1-8-12 トリトンスクエアZ棟
事業概要：FAシステム、ビル設備、インフラ、情通・デバイスに関する電機製品卸売

一言メッセージ
創立 114 年、東証一部上場の専門商社です。こちらでご紹介の機器のみならず「お客さまのベストパートナー」となるべく、
新たな介護ロボット・ICT の取り扱いにも取り組んでおります。
問合せ先
部署名：交通事業部 交通一部 設備課
電話番号：03-6747-8850
メールアドレス：yoshimura@kanaden.co.jp
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担当者名：吉村

工房ＳＥＲＡ

分野：機能回復

高齢者の転倒を予防する運動器具「足上げ君」
https://kobo-sera.sakura.ne.jp/wp

外形：22cm（幅）×55cm（長さ）×70cm（高さ）
価格：＠38,000円（消費税送料抜き）
重量：2.5kg

高齢者は足首が硬くなると転倒し易くなると云われています。

「足上げ君」は足首の柔軟性と筋力アップが期待できる自力運

動器具です。アナログでローテクな点が高齢者に喜ばれています。
椅子に座って踏板に足を乗せシーソーのように足首を曲げると、

ピンポン玉が目の前を落下してきます。ピンク、黄、緑、青な

者さんも自然に笑顔が浮かびます。

足首を曲げる角度（背屈）は5度,10度,15度に3段階に設定

できます。足首の硬い人は5度から初めて、足首の柔軟性が改
善されたら10度に挑戦してください。

標準装備のシリコンゴムを利用すれば、足首を曲げる力加減（負

どカラフルなピンポン玉は認知症の方も興味を持たれます。ピ

荷）も調整できます。

はなく、利用者さんが自分一人で運動できます。

あります。

ンポン玉は循環式なので、介助者がピンポン玉を補充する必要
天然木と生分解プラスチックの素材は環境に優ししく、利用

また足首だけでなく、太ももの筋力がアップできる使い方も

法 人 名：工房ＳＥＲＡ
代表者名：稲住 義憲
U R L：https://kobo-sera.sakura.ne.jp/wp/
所 在 地：〒252-0303 相模原市南区相模大野2-14-3
事業概要：オリジナル福祉用具の製造販売

一言メッセージ
転倒による骨折で寝たきりになる高齢者が多いことを知り、転倒予防運動が楽しく続けられる「足上げ君」を商品化しま
した。全国のデイサービス、特別養護老人ホーム、リハビリ施設で利用されています。
お試し 2 週間コース（200 円 / 日）もご利用いただけます。
問合せ先
電話番号：090-4136-8423

メールアドレス：yk-inazumi@jcom.home.ne.jp

担当者名：稲住
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キング通信工業株式会社

分野：見守り・コミュニケーション

シルエット見守りセンサ
https://www.king-tsushin.co.jp/solution/wos_solution/

1．サーバー必要なく、センサ1台から運用可能。

2．シルエット画像でご利用者を見守る。（プライバシー保護）

3．「起き上がり」
、「はみ出し」、「離床」を区別して検知できる。
4．居室間の機器移設が簡単。

5．手元の端末で機器簡単設定。（iOS/Android/Windows）
6．動画履歴が保存可能。

法 人 名：キング通信工業株式会社
代表者名：茂木 俊介
U R L：https://www.king-tsushin.co.jp/
所 在 地：東京都世田谷区野毛2-6-6
事業概要：介護・医療機器、セキュリティー情報機器の開発・製造・販売

一言メッセージ
2014 年発売開始以来、累計 約 500 施設にご導入、約 3,000 台以上設置されています。
介護職員の業務負担低減（特に夜間）、介護ロボット導入による宣伝効果（入居者増加・職員採用）が期待できます。
デモ・貸出体験は、無料となりますので、お気軽にお問い合わせください。
問合せ先
部署名：市場開発部 市場開発課
電話番号：03-3705-8110 メールアドレス：s-naito@king-tsushin.co.jp ／ k-kin@king-tsushin.co.jp 担当者名：内藤、金
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株式会社金星

分野：入浴支援

ピュアット
https://www.kinboshi-inc.co.jp/science_finebubble.php

ウルトラファインバブルという目に見えないサイズのバブル

助負担や時間を大きく減らすことができます。

その為、ボディソープやこすり洗いをしなくても、ウルトラファ

可能です。

を作り出し、この小さな泡が体をキレイにしてくれます。

インバブルのお湯に浸かるだけで身体の汚れを落とす事が出来
るようになります。

こすり洗いなどの必要がなくなるので、職員様にとっては介

また、ご利用者様の肌にとても優しい洗身を提供することも
この装置は設置に工事などがいらない上、難しい操作も必要

無いので職員様も簡単に取り扱うことが出来ます。

法 人 名：株式会社金星
代表者名：石井 一史
U R L：https://www.kinboshi-inc.co.jp/
所 在 地：東京都千代田区四番町4-8 野村ビル3F
事業概要：■ 警備及び安全に関する衣料、装備品、機器類、資機材の企画、販売、レンタル
■ 物品の管理代行業務および管理システムの開発、販売
■ 健康および健康的な空間づくりに関する用品、機器類の開発、販売、レンタル
■ 省エネ、省資源に関する機器類の開発、販売
一言メッセージ
導入施設様の事例や効果的な使用方法など、弊社営業が丁寧に説明させて頂きます。
職員様の体験会や無償のデモを承っておりますので、是非ご活用下さい。
問合せ先
部署名：営業部 企画営業課
電話番号：03-3511-8441

メールアドレス：t_sato@kinboshi-inc.co.jp

担当者名：佐藤
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コニカミノルタQOLソリューションズ株式会社

分野：介護業務支援

HitomeQ ケアサポート
https://hitomeq.konicaminolta.com

・居室天井に取り付けた行動分析センサーやコールスイッチで

・介護初任者研修を取得したスタッフによる手厚い導入支援で

識し、スマートフォンへ映像通知。映像を確認することで訪

・利用者様のADLや状態変化、スタッフ情報など様々なデータ

利用者様の居室内行動(コール/起床/離床/転倒/転落等)を認
室の必要性を判断する「見てかけつけ」のワークフローで、
「不
要な訪室削減」と「創出した時間でのケア充実」が可能。

不安な立ち上げ期を徹底サポート。

の可視化サービスやコンサルティングサービスで科学的介護
実現を支援。

法 人 名：コニカミノルタQOLソリューションズ株式会社
代表者名：三浦 雅範
U R L：https://www.konicaminolta.com/jp-ja/care-support/
所 在 地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀三丁目27番10号 八丁堀プラザビル 5F
事業概要：介護業務に係る製品、情報システム及びサービスの開発、販売、コンサルティング

一言メッセージ
販売形式として、月額課金のサブスクリプション形式を開始しました。施設課題に合わせて自由にメニュー選択、導入規
模を選択できます。介護報酬改定に対応した BCP や LIFE 対応のコンサルティングメニューもご準備。介護施設の様々な
お困りごとを解決する無料の WEB セミナーを月 2 回ペースで開催中です。ぜひ一度弊社ポータルサイトへお越しください。
問合せ先
部署名：事業戦略部
電話番号：070-2191-9967
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メールアドレス：tomoyuki.saito@konicaminolta.com

担当者名：斉藤

三昌商事株式会社

分野：見守り・コミュニケーション

見守りシステム“CareBird（ケアバード）”
https://carebird-portal.com/

見守りシステム“CareBird”はマットレスの下に設置した非

接触バイタルセンサーを使って、入居者の体動（脈拍・呼吸）
を測定し、見守りします。見守りシステム“CareBird”を活用

することにより、入居者の生活リズムを把握やスタッフの業務

負担軽減などお役に立てます。

また、お部屋全体を感知するルームタイプのセンサーもあり、

用途に応じて見守りシステムのサービスを提供致します。

法 人 名：三昌商事株式会社
代表者名：髙橋 慎治
U R L：https://www.sansho-shoji.co.jp/
所 在 地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-17（明産西新橋ビル）
事業概要：会社設立以来80年の長きに亘り、自動車業界や情報通信業界への電子部品・機械部品・電
線等の販売を通じて、様々なお客様との確固たる信頼関係を築き上げて参りました。その過
程で蓄積した半導体・エレクトロニクス製品に関するノウハウを活用して、何か世の中のお
役に立てる製品・サービスを提供することはできないか、と介護現場向け見守りシステムの
開発・販売に取り組み始めたのが、2013年（平成25年）のことでした。センサーを製造す
るメーカーやプログラムを作成するソフト会社等を当社がまとめ上げて、2016年（平成28年）
12月に見守りシステム”CareBird”のサービスを開始致しました。
一言メッセージ
クラウド型見守りシステムであり、当社スタッフが訪問しなくてもリモートで設置する事も可能です。デモ機（無償）も
貸出しておりますので、是非、ご利用下さい。
問合せ先
部署名：アライアンス事業部
電話番号：03-6203-1888

メールアドレス：takase@sansho-shoji.co.jp

担当者名：高瀬
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湘南ロボケアセンター株式会社

分野：移乗介助
（装着型）

ＨＡＬ®腰タイプ介護・自立支援用
https://www.cyberdyne.jp/products/bb04.html

●介護支援用途

移乗介助や体位変換、入浴介助、夜勤巡回など、介護動作に

おける腰部の負担を低減。

・防水防塵機能（IP54）が追加され、介護負担の大きい入浴
介助にも使用可能。

・排泄介助などの長時間の中腰維持に有効。

・アシスト不要時の歩行の快適さを重視したアルゴリズム
・夜勤帯の安眠を妨げないLED調光と操作音調整
●自立支援用途
【重介護ゼロ®社会の実現に向けた新しいＨＡＬ®】

「ＨＡＬ®腰タイプ介護・自立支援用」は、介護する側と介護

体幹動作や立ち座り等の基本動作を繰り返し行うことで、自

立度の向上を促進し、介助者の身体的負担も軽減。

される側に対して、介護支援と自立支援の２つの用途で活用で

・コンパクトな軽量モデルのため、施設ではグループで楽し

AI処理し、瞬時に最適なアシストを実現する最新アルゴリズム

・楽に基本動作を行えるため、運動への取り組みが意欲的に

きる装着型サイボーグです。装着者の姿勢や動作などの情報を
を搭載した最新モデルとなります。介護者が装着することで、

く訪問介護では個別にじっくりと運動可能

・活動量増加によるフレイル予防への取り組みに活用

介護動作時の腰部負荷や腰痛発生リスクを低減することを目的

とした「介護支援用途」と、要介護状態の方が装着することで、

弱った足腰などの身体機能の向上を目的とした「自立支援用途」
の２つの用途で使用していただけます。

法 人 名：湘南ロボケアセンター株式会社
代表者名：安永 好宏
U R L：http://www.robocare.jp/shonan/
所 在 地：〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2−2−１ アイクロス湘南３階
事業概要：介護ロボットを活用したトレーニング事業
医療福祉機器及びシステムの研究開発事業
医療福祉機器及びシステムの研究開発事業
運動施設・フィットネスクラブ事業
インストラクター・トレーナー教育事業
医療福祉機器販売（CYBERDYNE製品（HAL）等）
一言メッセージ
●介護支援用途
移乗介助や体位変換、入浴介助、夜勤巡回など、介護動作における腰部の負担を低減。
●自立支援用途
体幹動作や立ち座り等の基本動作を繰り返し行うことで、自立度の向上を促進し、介助者の身体的負担も軽減。
問合せ先
部署名：営業統括部
電話番号：0466-31-0821
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メールアドレス：Kawasaki_masaru@rc.cyberdyne.jp

担当者名：川﨑

株式会社SHINKO

分野：見守り・コミュニケーション

MSK＠CARE AI見守りシステム
https://www.kk-shinko.com/service/product/ai_mimamori/

業界初の「ＡＩ＋国内特許技術＋高性能カメラ」を活用した

見守り機器です。

●主な運用イメージ

 利用者様の「横たわり」
「起上り」
「端座位」
「徘徊」
「転倒」
を検知し、介護職員様のスマートフォンに通知。

●主な4点の当製品の強み

①「ＡＩ機能」人間をホネホネ化（骨やライン）で表現と記憶

②「リアルタイム映像」通知された現状をリアルタイムで確認
可能

③「音声通知機能」リアルタイム映像にて利用者様へのお声
掛けも可能

④「マスク機能」カメラ機能で懸念されるプライバシー問題を
解決

法 人 名：株式会社SHINKO
代表者名：福留 泰蔵
U R L：https://www.kk-shinko.com/
所 在 地：東京都台東区浅草橋五丁目20番8号 ＣＳタワー8階
事業概要：●ソリューション事業
・ITシステム、IT機器、ネットワーク機器の構築・導入支援
・ネットワークインテグレーション・セキュリティ
●保守サービス事業
・医療分野における各システムの保守サポート
・医療機器修理業
●福祉施設（高齢者施設、障がい者施設、児童福祉施設）システムインテグレーション
一言メッセージ
業界初の「ＡＩ＋国内特許技術＋高性能カメラ」を活用した見守り機器で、「ご利用者様の安心・安全」と「介護職員様の
負担軽減」＆「施設様の介護サービス品質向上」をテーマに【しっかり見守るＡＩ介護】を実現致します。
問合せ先
部署名：ヘルスケアビジネス統括ユニット 福祉営業グループ
電話番号：03-5822-7604
メールアドレス：takamichi.maruyama@kk-shinko.com

担当者名：丸山
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株式会社TAOS研究所

分野：見守り・コミュニケーション

見守りセンサ「AiSleep」
https://aisleep.jp

●ベッドマットの下に敷いて使用するマット型センサ。

②レポート解析機能：夜間帯の「離床回数」や「睡眠の質（深

●ベッド上に寝ているだけで非接触にてプライバシーに配慮し
た見守りが可能。

●３つの基本機能：①リアルタイム機能
③高速離床（起き上がり）検知

い・浅い・ＲＥＭ・覚醒）」のステージごとの睡眠時間を

数値化することで利用者の熟睡度の変化が確認でき、夜間

②レポート解析機能

①リアルタイム機能：「バイタル情報（心拍・呼吸）」と「ベッ

ド上の状態（睡眠・覚醒・起き上がり・離床）」を高精度
に高速検知し、転倒・転落リスクへの早期対応、夜間帯の

巡視の効率化やケアプランの改善に活用が可能。

③高速検知・高精度：起き上がり・離床を高速検知し、通信
環境に依存することなく安定的な通知が可能。

●運 用方法は「オンプレミスサーバー運用」「クラウド運用」

介護者の精神的負担を軽減。

の２種類から選択可能。

法 人 名：株式会社TAOS研究所
代表者名：代表取締役 苗 鉄軍
U R L：http://www.taos.tokyo/
所 在 地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル8Ｆ
事業概要：医療・介護・健康・安全に関する製品とシステムの研究開発と販売。
カオス複雑系システムの研究、開発、販売（ソフトウエア、ハードウェアを含む）。
一言メッセージ
当社の見守りセンサ「AiSleep」は神奈川県の介護ロボット導入補助金対象ロボットとなっており、令和 2 年度の富山県
における地域医療総合確保基金の介護ロボット導入支援事業にも採択されました。スマートフォン等 ICT 機器の活用や、
介護記録ソフトとの連携により、介護職員等の人員体制の効率化と介護スキルの平衡化を促進させ、利用者に対する安心・
安全なケアの充実に繋げます。
また、無料のデモンストレーション等で実際にお試し頂く際、リモート対応も可能です。お気軽にお問合せください。
問合せ先
部署名：営業部
電話番号：045-620-7647
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メールアドレス：info@itaos.org

担当者名：営業事務局

トーテックアメニティ株式会社

分野：見守り・コミュニケーション

高齢者見守りシステム「見守りライフ」
https://www.totec-mlife.jp/

紹介、特徴：ベッド脚に取り付けた４つのセンサが入居者の

リズムや健康状況の把握が可能となり、生活改善・介護プラン

転落リスクの低減に貢献します。従来のマット型センサでは難

守ることができ、人手が少ない夜間などに介護スタッフの負担

ベッド上の動きを検知し、ナースコールへ通知することで、転倒・

しかった「動き出し」
「起き上がり」
「端座位」を検知するため、
入居者が離床する前に早期に駆けつけることが可能です。

入居者の状態や体重・バイタル情報を蓄積することで、生活

に活用できます。複数人の入居者の状況を同時にモニターで見
軽減を図り、介護の質向上に貢献します。

既存の設備や機器に対して連携できるようになっており、新

たに付帯設備を投資することなくご利用いただけます。

法 人 名：トーテックアメニティ株式会社
代表者名：代表取締役社長 坂井 幸治
U R L：https://www.totec.jp/
所 在 地：〒451-0045 名古屋市西区名駅二丁目27番8号
事業概要：当社は1971年の創業以来、お客様の「情報化戦略」と「技術戦略」をサポートするサービ
スを基軸として事業を進めております。
「情報化戦略」をサポートする「ITソリューション事業」は、自治体、医療機関および民間

企業に対し、システムインテグレーション（SI）を行っています。
「技術戦略」をサポートする「エンジニアリングソリューション事業」は、日本を代表する製

造業である自動車、航空機、輸送機全般、FAシステム、精密機器といった業種のお客様向けに、
機械設計、電気・電子設計、組込みソフトウェア開発の分野にて技術開発業務を支援しています。
一言メッセージ
デモンストレーション（オンライン可）、無料トライアルを実施しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
当社は、介護する「人」が、「ケア向上」という真のソリューションのために、本当に導入したいと思う製品開発と、きめ
細かなお客様サポートを心がけています。
問合せ先
部署名：ネットワークソリューション事業部 スマートコミュニティ事業推進室
電話番号：03-5657-3216（受付時間：平日 9:00 ～ 18:00）
メールアドレス：mlife@totec.co.jp

担当者名：常冨
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株式会社日本コンピュータコンサルタント

分野：介護業務支援

介護事業者向けソフト「介舟ファミリー」
https://kaisyuf.jp/

【介舟ファミリーはここが違う】
■1997年販売から22年の確かな実績・信頼性！
全国11,000の介護サービス事業部門にてご利用中です。
「在宅介護サービス」に特化した老舗の業務支援ソフトです。
ケアプラン／介護保険／障害者福祉／総合事業／自費のスケ
ジュール管理～請求まで総合的にサポート。各種他社の記録ソ
フトとの連携も対応。
■各種制度の請求業務に対応！
・介護保険
居宅介護支援／介護・予防／介護・予防日常生活支援総合事
業／地域密着
・障害者福祉
障害者福祉／障害児通所支援事業／地域生活支援事業（移動
支援）

“介”護の助け“舟”の「介舟ファミリー」は、
「“介”護の助け“舟”
の「介舟ファミリー」が事業者の『質』の向上をお手伝します」
を理念に掲げて、介護システムの提供だけではなく、セミナー
／講演会などを通じて介護・福祉業界全体を応援する姿勢で取
り組んでおります。
介護事業の＜一番身近なパートナー！＞として、システム導
入から保守サポートまで、総合的に支援させていただく事をス
ローガンとして取り組んでおります。
また、介護ソフトの販売だけではなく、「事業者の「質」の
向上をお手伝します」の思いと共に、定期的にセミナーを開催
するなど、介護・福祉業界全体を応援する姿勢で取り組んでお
ります。

法 人 名：株式会社日本コンピュータコンサルタント
代表者名：代表取締役社長 冨田 松平
U R L：https://www.n-c-c.co.jp/
所 在 地：〒221-0052 横浜市神奈川区栄町5番地1
事業概要：①クラウドソフトの開発・販売
②システム受託開発
③ＩＴコンサルテーション

■介舟ファミリー」から提案する「テレワーク支援のお手伝い」
Ｗｅｂ会議システム、クラウド上での情報共有などクラウド
システムの特徴を活かした機能だけでなく、e-ラーニングなど
も合わせて事業所に集まれない今の時代にあった運用を提案し
ています。
■ＬＩＦＥ対象の全加算に対応しました ※2021年9月
詳細は介舟ファミリーホームページをご覧ください。
https://kaisyuf.jp/lp-life/
■月額定額の安心価格
パソコン台数、操作者のＩＤは無制限です。
事業所内だけでなく、インターネットさえ繋がれば社外から
でもＯＫ！

横浜クリエーションスクエア（YCS）6Ｆ

一言メッセージ
オンラインによるデモンストレーションもおまかせください
見たいけど訪問は控えて欲しい方もご安心ください。オンラインによる対応をご希望の方もお気軽にご相談ください。
介護事業の一番身近なパートナーとしてお手伝いいたします。
問合せ先
部署名：ビジネスソリューション部 営業課 介護プロジェクト
電話番号：0120-006-470（土日祝日除く）9:00 ～ 18:00 メールアドレス：kaisyuf@n-c-c.co.jp
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担当者名：青木

東日本電信電話株式会社 神奈川事業部

分野：見守り・コミュニケーション

Sota
https://business.ntt-east.co.jp/content/kaigo/

みんな
頑張って！

映像とロボットが連動

概要

モニターに映し出されるコンテンツ映像にあわせてロボット

（Sota）が動いたり、話をします。

Sotaが介護スタッフによる介護レクリエーションの進行を

レクコンテンツの内容

①体操②脳トレ③ゲーム④鑑賞
⑤回想⑥歌

サポートします。

法 人 名：東日本電信電話株式会社 神奈川事業部
代表者名：執行役員 神奈川事業部長 中西 裕信
U R L：https://business.ntt-east.co.jp/
所 在 地：神奈川県横浜市中区山下町198

一言メッセージ
当社は介護施設におけるレクリエーションの多様なサービスの展開をサポートしております。
今回紹介した多様なレクコンテンツを現地でロボットにて提供する方法以外に、介護レクリエーションの研修を受けた「よ
しもと芸人」によるオンラインレクリエーションもサポートしております。
レクに関するお困りごとがあれば気楽に相談ください。
問合せ先
部署名：株式会社 NTT 東日本 ‐ 南関東 神奈川事業部
電話番号：045-263-6472
メールアドレス：katsumi.takeda@east.ntt.co.jp

担当者名：武田
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フランスベッド株式会社 病院神奈川営業所

分野：見守り・コミュニケーション

見守りケアシステムM-2
https://medical.francebed.co.jp/iryofukushi/mimamori_m2/

センサーがベッドに内蔵されており、ベッド上でのご利用者

様の体動や離床を検知してお知らせしてくれる ベッドです。

主な特徴としましては

①センサーが４つ内蔵されており正確性に優れております。

②設定方法がシンプルな為、どなたでも簡単に設定や操作が可
能です。

③体重測定機能がついているためご利用者様の体重管理も可能
です。

④行動履歴の分析、リアルタイムの状態表示など詳しい情報を
取得できます。

法 人 名：フランスベッド株式会社
代表者名：池田 茂
U R L：https://medical.francebed.co.jp/
所 在 地：〒163-1105 東京都新宿区西新宿6丁目22-1 新宿スクエアタワー5階
事業概要：メディカル事業：福祉施設・病院様向けベッドの製造・販売。個人様向けに福祉用具貸与事業。
インテリア事業：一般家庭用ベッドや家具・寝装品の製造・販売。
商品開発背景 ：超高齢社会において「介護人材不足」や「老老介護」が深刻化する中、介
護現場の共通課題である【労力軽減】に焦点を当て、介護者の方々の負担
を軽減し、介護を受けられる方々の心身の負担を和らげます。
一言メッセージ
せっかく見守り機器を導入したにも関わらず、誤報等によりかえって職員様の負担になった経験はございませんでしょう
か？こちらの商品は正確に通知し安心して利用できます。センサー導入をご検討の際は是非お声掛けいただければ幸いで
す。デモ等のご相談もこの機会に是非とも承ります。
問合せ先
部署名：法人神奈川営業所
電話番号：046-265-5180
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メールアドレス：mori_kouta@francebed.jp

担当者名：森

株式会社FUJI

分野：移乗介助（非装着型）

移乗サポートロボットHugT1-02
https://www.fuji.co.jp/items/hug/hugt1

施設・病院介護の現場において、ベッドから車椅子、車

椅子からお手洗いといった座位間の移乗動作や、脱衣場で
の立位保持をサポートするロボットです。高さ調整が可能
なので、対象者に合わせた軌道で自然な立ち上がりを実現
します。
＊特徴＊

・自然な立ち上がりを表現

・より幅広い体格の方に対応

・スリングシート不要ですぐに使用可能

移乗サポートロボットHugL1-01
https://www.fuji.co.jp/items/hug/hugl1

在宅介護の現場において、ベッドから車椅子、車椅子か

らお手洗いといった座位間の移乗動作や、脱衣場での立位
保持をサポートするロボットです。介護保険レンタル適用
のため、在宅でも気軽に使用できます。
＊特徴＊

・ボタン２つのリモコンでどなたでも簡単操作
・よりコンパクトな設計

・スリングシート不要ですぐに使用可能

法 人 名：株式会社FUJI
代表者名：須原 信介
U R L：https://www.fuji.co.jp/
所 在 地：愛知県知立市山町茶碓山19
事業概要：電子部品実装ロボット、工作機械
創
業：1959年4月
資 本 金：58.78億円
※2021年3月末現在
売 上 高：1362億円
※2021年3月期
社 員 数：2,522名
※2021年3月末現在
一言メッセージ
株式会社 FUJI は主に電子部品実装ロボット、工作機械を製造販売する東証一部上場企業です。
創業 60 年を越す年月で培った技術力を生かして、介護・福祉に役立つ機械をご提供したいと願い、開発したのが移乗サポー
トロボット Hug です。HugT1-02 は 2021 年 3 月に栄誉あるロボット大賞 / 厚生労働大臣賞を受賞しました。
神奈川県でも多くの介護施設で活躍しています。Hug の良さを実感して頂きたいので、お気軽にデモをご依頼ください。
問合せ先
部署名：ロボットソリューション事業本部 第四営業部 第 2 営業課
電話番号：0566-81-8276
メールアドレス：ta.takemoto@fuji.co.jp

担当者名：竹本
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株式会社FEN

分野：見守り・コミュニケーション

どこでもナースコール・見守りセンサー
https://www.kfen.co.jp/products/pro01/2063841_9774.html

WiFi不要、工事不要で初期コストを抑え、簡単に導入ができ

るナースコール＆見守りシステムです。コールボタン、各種セ

ンサーは、無線式のため、自由に配置でき、着床センサーにも

足を引掛けるケーブルがありません。お部屋毎に必要なものを
選び、移設も簡単なため、使用していない設備をなくし、効率

〈機能〉

呼出ボタン、見守りセンサー（着床、ドア開閉、人感）、居室
カメラ、居室通話、スタッフ同士の通話、インターネット接続
機能(無線LAN)

的にご利用できます。

法 人 名：株式会社FEN
代表者名：丹 正之
U R L：https://www.kfen.co.jp/
所 在 地：東京都江東区木場2-7-23 第一びる本館3F
事業概要：電力と通信の２つエンジニアリング部門を備えた総合エンジニアリグ会社です。通信事業では、
CATV、企業ネットワーク、移動体通信等の多様な情報通信システムの調査、設計、工事を
提供しており、介護施設様向けに無線LANのほか、モバイル回線を使ったナースコールや見
守りシステムもご提供開始しました。
一言メッセージ
介護施設が感じている初期導入費の負担、使いこなせない等の運用負担がないシンプルな機能のナースコールと見守りセ
ンサーです。たった１日で設置でき、介護施設や病院でご利用頂いております。
無料試用もできますのでご相談ください。
問合せ先
部署名：システム技術部
電話番号：03-4431-1897
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メールアドレス：info@kfen.co.jp

担当者名：竹沢

富士ソフト株式会社

分野：見守り・コミュニケーション

コミュニケーションロボットPALRO 高齢者福祉施設向けモデルⅢ
https://palro.jp/

導入施設の声は、ウェブサイトもしくは

プロモーションビデオでご確認ください。
URL：https://palro.jp/

users_voice.html

プロモーションビデオ：

https://youtu.be/
gnnNTnxUrsA

全長40cm。卓上で使用しても威圧感のな
い小型ヒューマノイドロボット。
「日常会話の話し相手／レクリエーションの
司会進行／健康体操のインストラクター」など、
高齢者福祉施設におけるさまざまな場面で、コ
ミュニケーション機能を活用しながら高齢者の
OQL向上と介護スタッフの精神的負担軽減・
時間的負担軽減を支援します。
介護スタッフが日常的に行っている、高齢者
の状態変化に基づいた行動の促しや声かけの一
部をPALROが行うことで、高齢者の自立支援
に寄与する効果が多くの公的実証事業等で確認
されています。

◆100人以上の個人認識が可能で、顔を認識し名
前を呼び掛けながら話しかけます
◆レクリエーションや健康体操のインストラクター
機能を有し、365日毎日日替わりで実施します
◆指定された時刻、指定された対象者に、スケジュー
ルと連動した声掛けや個別の声掛け/促しをしま
す
◆イ ンターネットを活用し、天気やニュースなど
の新しい情報を会話の中で提供します
◆ソ フトウェアのアップデートにより、性能が向
上し新しい機能が追加され、進化しつづけます

法 人 名：富士ソフト株式会社
代表者名：代表取締役 社長執行役員 坂下 智保
U R L：https://www.fsi.co.jp/
所 在 地：神奈川県横浜市中区桜木町1-1
事業概要：1970年創業の独立系ITソリューションベンダー。
自動車、家電等の組込系ソフトウェアの開発や、金融、製造、流通分野における業務系シス
テムの構築を行っています。PALROビジネスシリーズ高齢者福祉施設向けモデルは2012年
の発売以来、介護施設のお客様の声を活かして進化を続けています。2021年現在、PALRO
は全国1,400ヶ所以上の施設に導入されています。
一言メッセージ
コミュニケーションロボットは、様々な機能を持っており活用方法が多岐に渡ります。
そのため、それぞれの施設に合わせた活用方法を検討して導入頂くことで、より良い効果を生み出します。
活用方法に関しましては、様々な施設への導入・活用実績を基に当社も一緒に検討させて頂きます。
また、補助金の活用等についてもご相談いただけますので、まずはお気軽にお声がけください。
問合せ先
部署名：パルロセンター
電話番号：050-3000-2136

メールアドレス：palro-center@fsi.co.jp

担当者名：瀬古
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丸文株式会社

分野：見守り・コミュニケーション

Aeolusロボット
https://www.marubun.co.jp/maker/a7ijkd000000a0jm.html

人工知能、自律走行、2本のアーム、3Dビジョンといった

人間の脳、足、手、目に相当する機能を持ち、複数の仕事をこ
なすことができる人型ロボットです。人工知能と3Dビジョン

を使用した高精度な人物検知は、横や背面からも人物特定を可
能にし、7関節を持ったアームは自分でエレベーターのボタン

を押しての乗降を可能にし、自動運転と同じLiDARを使用し

た自律走行は障害物を安全に回避しての移動を可能にします。
Cloud技術を使うことで、学習した内容を他のロボットに展開

巡視作業

自律歩行でエレベーターに乗り、各居室のスライドドアをアー

ムで開閉。3Dビジョンで、ベッドでの就寝/離床/転倒を検知。
除菌作業

3Dビジョンと2本のアーム、紫外線ライトを埋め込んだグリッ

パーを活用して、至近距離から照射し局所的に除菌。また、箱
型の紫外線ライトで広範囲除菌も可能

することも可能です。

法 人 名：丸文株式会社
代表者名：飯野 亨
U R L：https://www.marubun.co.jp/index.html
所 在 地：東京都中央区日本橋大伝馬町8-1
事業概要：半導体・電子部品、電子応用機器を国内外で販売するエレクトロニクス商社
当社は、日本に初めて集積回路を紹介するなど、これまでエレクトロニクス技術を基盤とす
る産業分野・研究開発分野において、先進の商品／情報／サービスの提供に努めてきました。
現在では、世界約50拠点でグローバルな活動を展開。3000社を超えるお客様に対して500
社以上の仕入先の製品・サービスを提供しています。
一言メッセージ
ロボットを実際にご覧頂くためのデモルームを弊本社に常設しております。予約制ではありますが、是非ご来社のうえロ
ボットをご覧頂き、近未来をご体験下さい。介護現場でのスタッフの負担軽減に貢献します。
問合せ先
部署名：ディオネカンパニー
電話番号：03-3639-9650
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メールアドレス：aeolus_robot@marubun.co.jp

担当者名：織田

マッスル株式会社

分野：移乗介助（非装着型）

ROBOHELPER SASUKE
https://www.musclerobo.com/

・抱き上げ式による移乗
 介護をうける方を専用シートで包み、シートごとベッドか
らやさしく抱き上げます。
 介護をおこなう方は、軽い力で不良姿勢をとることなく移
乗介助をおこなう事ができます。
 腰部への負担軽減に加え、二人での移乗介助が一人でも行
いやすくなります。
 一人で移乗介助ができると、業務の効率化や人材不足解消
も期待できます。
 また、SASUKEによる移乗介助は、介護者の技術の差も
少なくなり、移乗介助の質の安定と向上に繋がります。
・シート全面で身体を支える揺れの少ない安定した移乗
 介護をうける方は、シート全面（点ではなく面）で抱き上
げられるため体圧が分散され、移乗時における負担が軽減さ
れるだけでなく、揺れのない安全で安定した移乗をうけるこ
とができます。
・シンプルな操作で臥位～座位までの自由な姿勢を保持、幅広
い車いすやストレッチャーに対応
 臥位から座位までの範囲において、任意の高さと角度に調
整し、介護をうける方を車いすに最適な姿勢に保持すること
ができるため、リクライニング型、標準型など幅広い範囲の
車いすやストレッチャーへ移乗する事ができます。
・移乗をアシストする介護ロボット
 SASUKEは、「抱き上げ式」で移乗介助をアシストするロ
ボット介護機器です。
 ADLの低下や体重過多で二人介助が必要な方、人の手によ
る移乗介助に不快感のある方に適しています。
 また、介護をうける方にふれる事なく移乗をおこなう事が
できるため、人の手による移乗介助に不快感のある方や、骨折、
皮膚トラブルの心配のある方にも適しています。
 見守りながら移乗介助ができ、双方が密にならないため、
感染症予防対策としても期待できます。
 介護をおこなう方とうける方の双方の心身負担を軽減し、
やさしく穏やかな移乗を提供します。

・充電式バッテリーで駆動、ＩＳＯ13482取得で安全性確保
 充電式バッテリーによる駆動のためコードレスで使用でき
ます。
 コードレスとすることで、電気コードに足が引っ掛かり転
倒するなどの危険性を回避しています。
 バッテリー脱着も簡単におこなう事ができ、バッテリーの
残量も表示ランプにより確認ができます。
・導入時スタート講習の実施
 ＳＡＳＵＫＥをより安全に適切にご使用いただくために、
基本事項やポイントなどをわかりやすくお伝えする講習をお
こなっています。
また、講習後も引き続きフォローアップに取り組んでいます。

法 人 名：マッスル株式会社
代表者名：代表取締役 玉井 博文
U R L：https://musclecorp.com/
所 在 地：〒541-0042 大阪市中央区今橋2-5-8 トレードピア淀屋橋6階
事業概要：FA機器・ロボット・医療用機器等の制御システム
設
立：1988（昭和63）年5月26日
連 絡 先：TEL／06-6229-9550 FAX／06-6229-9560
資 本 金：1110万円
一言メッセージ
「感染予防対策をしたい」や「腰部の負担が辛い」、
「ご利用者にも負担がかかる」など、移乗介助にお悩みはありませんか？
お悩みを軽減させる、抱き上げ式移乗介護ロボットＳＡＳＵＫＥをご紹介します！
問合せ先
部署名：ヘルスケア部
電話番号：06-6229-9550

メールアドレス：healthcare@musclecorp.com

担当者名：齋藤、山崎、井川、尾形
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株式会社メディカルプロジェクト

分野：見守り・コミュニケーション

シッタープロ
http://www.medicpro.co.jp/sitterpro/index.html

「シッタープロ」は、マットレスの下にセンサー置き、利用

者の体動から呼吸・脈拍を検出し、PCやスマホ、タブレット
にてモニタリングを行うシステムです。

また、オプションの環境センサー、トイレセンサーを追加す

ることにより、居住空間の温度・湿度・照度・トイレの利用状
況の見守りを行うことが可能になります。（アイコン表示）

「シッタープロ」を使用することにより、利用者の離床/在床・

バイタル・生活環境を見守り頻回な訪室を削減し職員の身体的・
心理的負担を軽減します。

本製品はクラウド型の見守りシステムであるため、施設内は

もとより在宅利用者の状況を遠隔からモニタリングすることも
可能です。

法 人 名：株式会社メディカルプロジェクト
代表者名：森 典昭
U R L：http://www.medicpro.co.jp/
所 在 地：静岡県静岡市葵区大鋸町1-12
事業概要：医療機器の製造・販売、医療用品、福祉機器の製造・販売
医療機器の販売および修理、賃貸
医療用品、衛生用品にともなう消耗品の販売
医療機器の輸入販売および修理
メディカルプロジェクトは医療機器・医療用品等を日本市場にお届けしています。
輸入・製造販売は新生児、小児、麻酔、呼吸、看護、介護系の分を中心とした製品を提携先
の海外メーカーと国内自社製造により日本市場へお届けしております。
輸入・製造販売を通して、日本の医療・介護の発展に貢献します。
一言メッセージ
弊社は病院・介護施設を中心に転倒・転落予防製品、抜針・抜針予防製品、小児・ICU 向け看護用品をご提供しております。
ご紹介させていただきました「シッタープロ」は、介護施設の要望から開発がスタートした製品です。
無償にて 2 週間お試し可能。製品についてのご質問、その他のお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
問合せ先
部署名：営業部
電話番号：054-252-1141

32

メールアドレス：info1@medicpro.co.jp

担当者名：足立

株式会社やさしい手

分野：介護業務支援

H2システム

■H2訪問介護

■H2訪問看護

機能②

機能②

機能①

介護記録共有機能

機能③

特定事業所加算管理機能

訪問介護員自動割当機能

■H2通所介護
機能①

通所介護利用者情報管理機能

機能③

ADL評価加算管理機能

機能②

機能①

訪問看護予定実績管理機能

機能③

職員のルート管理機能

帳票管理機能

サービス予定・実績管理と介護職員情報管理機能

法 人 名：株式会社やさしい手
代表者名：代表取締役社長 香取 幹
U R L：https://www.yasashiite.com/
所 在 地：東京都目黒区大橋2-24-3 中村ビル4階
設立年月日：1993年10月1日
資 本 金：50,000千円
年
商：2020年6月期 約171億円
従業員数：5,409人（常勤1,230人 非常勤4,179人）
一言メッセージ
弊社の H2 システムは、医療・介護福祉分野の情報連携を踏まえたシステム提供が可能となり、サービス提供管理、訪問
介護員割り当て、介護給付管理、賃金支払管理などを含む事業所業務をシームレスに情報連携することを実現した介護事
業総合システムとなります。随時、システムのデモ対応出来ますのでお気軽にご相談下さい。
問合せ先
部署名：コンサルティング事業本部 ソリューション事業部
電話番号：0120-834-707（受付時間／土日祝除く）10:00 ～ 18:00

メールアドレス：sv@yasashiite.com

担当者名：高柳
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リコージャパン株式会社

分野：見守り・コミュニケーション

リコー みまもりベッドセンサーシステム
https://www.ricoh.co.jp/bedsensor/

リコー みまもりベッドセンサーシステムは、利用者様のベッ
ド上の状態（位置、体動、姿勢など）と24時間の生活リズム
を把握して、安心と健康生活を支援します。
・利用者様が安心・満足するケアを提供する介護スタッフ様を
支援します。
・夜間など介護スタッフが少ない時間帯にも利用者様の状態が
把握できます。

・利用者様の離床のタイミングがわかり、転倒・転落のリスク
を軽減します。
・利用者様の安眠を妨げることなく、適切なタイミングでの訪
室を実現します。
・ご家族様への詳しい生活状況の説明を支援します。
・利用者様の健康管理や排泄の自立に役立てられるなど、ケア
品質の向上に貢献します。

法 人 名：リコージャパン株式会社
代表者名：坂主 智弘
U R L：https://www.ricoh.co.jp/
所 在 地：〒105-0014 東京都港区芝3丁目8−2 芝公園ファーストビル
事業概要：さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューション
の提供。
①複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソ
リューションの提供
②サ ポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運
用業務代行）
③システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発
一言メッセージ
素早い検知、誤報の少ない通知で、介護スタッフ様への効率改善を支援し、多くの導入施設様よりご評価を頂いております。
リモートでのデモや商談はもちろん、無料でのお試し頂くことも可能です。
問合せ先
部署名：ICT 事業本部 ヘルスケア事業部 ソリューション企画室 介護 EDW 企画グループ
電話番号：080-1373-5679
メールアドレス：zjc_healthcare@jp.ricoh.com
担当者名：澤永
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株式会社リンクジャパン

分野：見守り・コミュニケーション

ヘルスケアプラットフォーム[eMamo]
https://linkjapan.co.jp/service/emamo/

紹介

特徴

アに必要なあらゆる製品とサービスを一本化する事により、介

湿度・在不在)確認、遠隔での就寝中の心拍・呼吸確認、他機

eMamo(イーマモ)はAIとIoT技術を駆使し、高齢者ヘルスケ
護効率、見守り、自立支援をサポートするIoTプラットフォー
ムサービスです（PaaS）。

主な特徴は基本の組み合わせで、徘徊感知、室内環境(温度・
器の組み合わせで、エアコン・照明の自動制御・遠隔操作、スマー
トフォンで直接スマートナースコール（配線工事不要）での双

方向通話とカメラ機能付により遠隔で室内状況確認を行うこと
ができます。

法 人 名：株式会社リンクジャパン
代表者名：代表取締役 河千泰 進一（カチヤス シンイチ）
U R L：https://linkjapan.co.jp/
所 在 地：東京都港区芝4-7-1 西山ビル6階
事業概要：IoTスマートホーム Paas（パース）企業
IoTプラットフォーム事業に関わる全ての製品・サービスの提供。
アプリケーション・クラウド・IoT通信モジュール・LPWA技術関連製品の開発と提供。
ビッグデータとAI活用を前提としたスマートライフサービス、見守りサービスの開発。
一言メッセージ
操作はアプリケーションでおこなうので、後からでも製品の追加設置ができます。
アプリのアップデートも都度あるため、既存の機能以外での機能追加や他社介護ソフト、他社製品との連動のバリエーショ
ンも随時追加されていくのも特徴となっております。また Wifi インターネット通信で動作するため、配線工事不要でスマー
トナースコールをはじめ従来よりも安価で導入が実現できます。
問合せ先
部署名：営業部
電話番号：050-3786-8833

メールアドレス：tanaka@linkjapan.co.jp

担当者名：田中
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グローバル電子株式会社

分野：見守り・コミュニケーション

ハイスピード離床センサー
https://www.gec-tokyo.co.jp/kaigo/nursing-guard#sensor

長年培った体温を検知する人感センシング技術を活用した高

離床検知マットや端座位センサーより高速センシングを実現し、

速離床センサーです。

従来品の問題点の解決を目指した設計になっています。

上を、下部のセンサーはベッドサイドをセンシングすることで、

せん。

２つの人検知センサーを採用しており、上部のセンサーは床

従来品にはない離床してからの転倒も検知できます。

法 人 名：グローバル電子株式会社
代表者名：松田 樹一（代表取締役会長）
U R L：https://www.gec-tokyo.co.jp/
所 在 地：〒162-0833 東京都新宿区箪笥町35番地
事業概要：電子部品の輸出入
製造および販売
医療、介護機器販売
住宅用建材の製造および販売

高価な赤外線カメラと異なり、プライバシーの問題もありま

日米 TIME 24 ビル

一言メッセージ
夜勤や限られた介護スタッフでの見守りなど、介護の不安や負荷を軽減する製品です。
問合せ先
部署名：医療機器事業部 介護機器担当
電話番号：03-3260-1107
メールアドレス：ttaniguchi@gec-tokyo.co.jp
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担当者名：谷口

株式会社ジェイテクト

分野：移動支援、
移乗介助（装着型）

【移動支援】

自立推進トレーニングロボットJ-Walkerテクテック
https://active-life.jp/jwalker/

歩行トレーニングに特化した、自立推進トレーニングロボットです。施設内でのトレーニ

ングにおける、
「歩行器に頼りすぎ、円背を促進してしまっている」「単調でつまらない」「個
別に合わせたトレーニングができない」などのお悩みを解決します。

本製品テクテックでは、「腕ふり」「負荷」「アシスト歩行」の３つのモードを選択可能で、

利用者様の自立度や日々の体調に合わせた、最適な歩行トレーニングを実施できます。また、
上位パッケージではタブレットが付属しており、歩行結果のフィードバックに加えてBGM、
応援の声機能や、目標を楽しく達成できるゲーム性により「楽しみながら歩く」事に配慮し
た構成です。

【移乗支援】

衣服型アクティブパワーアシストスーツ J-PAS fleairy（フレアリー）
https://active-life.jp/jpasfleairy/

装着者の動きを検知し、モーター駆動によりアシスト力の調

整を可能とするアクティブタイプのパワーアシストスーツ。複

合的な連続する作業動作に対応し、しっかりとしたアシスト感
を提供します。

フレーム構造をもたない、ベルト巻き上げ式により大幅な軽

量化を実現できました。介護作業における腰部の負担へ高い軽

減効果があり、トイレ空間等での立位保持介助では59％低減、
オムツ交換などの中腰姿勢保持では約94％低減を実現します。

防水防塵機能はIP55をクリアし、浴室での介助作業にも使用

可能です。

法 人 名：株式会社ジェイテクト
代表者名：取締役社長 佐藤 和弘
U R L：https://www.jtekt.co.jp/
所 在 地：愛知県刈谷市朝日町一丁目1番地
事業概要：ステアリングシステム、軸受、駆動部品、工作機械、電子制御機器などの製造・販売

一言メッセージ
J-Walker テクテックは、歩行獲得に特化した『歩行トレーニングロボット』！！
歩行器では実現できないトレーニングを提供します。
J-PAS fleairy は、介護作業に特化した初めての衣服型アクティブパワーアシストスーツです。介護作業における「できた
らイイな」をカタチにしました。
問合せ先
部署名：イノベーション推進部 戦略企画室 事業マーケティングＧ
電話番号：090-6387-8800
メールアドレス：manabu_kanaya@jtekt.co.jp

担当者名：金谷
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株式会社Z-Works

分野：見守り・コミュニケーション

見守りシステム「ライブコネクト」
https://liveconnect.jp/

居室に設置した複数のセンサーにより「睡眠状態」や「心拍」
「呼

吸」「離床」「トイレ回数」などを検知し、利用者の状態や行動

を可視化することで24時間見守ります。異常を検知した場合、
リアルタイムにスタッフ様に通知し重大事故(転倒)を防止する

と共に、利用者に合わせた異常検知の設定が可能なため、作業(介
助)の効率化を図ることが可能です。

また、Ｗｉ-Fｉなどネットワーク環境が不要なため、設備投

資を抑えて導入が可能です。

法 人 名：株式会社Z-Works
代表者名：高橋 達也
U R L：https://www.z-works.co.jp/
所 在 地：東京都新宿区下落合4-21-19 目白LKビル7F
事業概要：Z-Worksは、
『あらゆる人の生活の質を向上させる』をVisionに掲げ、介護現場の課題解決
に取り組んでいます。
・IoTデバイスの研究・開発
・クラウドを利用した行動翻訳エンジンの開発及び研究
・行動翻訳エンジンを搭載したプラットフォームの構築及び運用
・ヘルスケア業界向けソリューションに関わるセンサーシステムの開発及び販売
・人工知能（AI）全般に関する研究及び市場探求
一言メッセージ
「見守りシステムが沢山ありすぎて選べない」「効果が出るか不安」「使いこなせるか不安」などの不安を解決！トライアル
プログラムをご用意していますので導入前にお試し下さい。
問合せ先
部署名：事業企画本部
電話番号：03-5988-7403
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メールアドレス：uchino@z-works.co.jp

担当者名：内野

ドーンコーラス合同会社

分野：見守り・コミュニケーション

高齢者施設・障害者支援施設向け見守り支援・生活記録システム「もりん2」
https://dawnchorus.co.jp

＜製品構成＞
事務室に設置した親機1台と、各ベッドに1台ずつ設置した複数の
子機とを無線で接続します。システムの操作及び見守りは、親機に
接続したタブレット・スマホ・パソコン（以下、タブレット等）の
画面上から行います。オプション品として、バイタルセンサーがあ
ります。
※施設のインターネット環境に「もりん2」を接続する／しない を
選択可能（施設にWi-Fi環境が無くても使用可能）
＜主な特長＞
■複 数の入居者（居室内）の状況をリアルタイムに検知、タブレッ
ト等に表示
ベッド上での入居者の状態（座位、離床、臥床、寝返り）、室温、湿度、
など
■条件を設定して、タブレット等に通知
座位で通知（歩き始める前に介護士が駆け付け転倒防止）／離床、
または離床してからの経過時間で通知（特に夜間の居室での事故
や徘徊の早期発見）／異常室温で通知（熱中症・風邪予防）
■通知の状況をタブレット等に一覧表示
■相部屋、個室に対応
■非接触・非拘束のセンサー
■約1秒で、座位、離床、臥床、寝返りを検知・通知
■呼吸などによる微振動も検知、微振動の停止を通知（看取り）
■設置・移設が簡単、工事不要（センサーはマットレスの下に置くだけ）
■入居者に見えないように設置可能（入居者のストレス軽減）
■ラフな運用に強い、誤動作が起きにくいベッドの高さ変更や移動、
入居者が臥床時に手を上げたり足を上げたりといった動作、直射
日光、部屋の暗さ、エアコンの温風・冷風、等に影響されない設計。
■「心拍数・呼吸数・体動量」をリアルタイムに一覧表示（オプション）
■過去データを見やすいようグラフ化して表示（データは1分ごとに
保存）

法 人 名：ドーンコーラス合同会社
代表者名：橋本 健一
U R L：https://dawnchorus.co.jp
所 在 地：東京都千代田区九段南一丁目5番6号 りそな九段ビル5F・KSフロア
事業概要：ドーンコーラスの強みは、自社内で研究開発・設計・製造していることです。電気回路から
ソフトウェアはもちろんのこと、ボディのデザインと設計、そして製造からレンタル事業ま
でのすべてを社内で完結することで、不要な物流コストや無駄の排除を徹底し、リーズナブ
ルな価格で、高機能な見守り支援機器のレンタル・販売を実現しています。
一言メッセージ
簡単にお試しいただけるデモ機をご用意しています（無料）。
デモ機セットにはタブレットや Wi-Fi ルーターなどが含まれ、すべて設定済みでお貸ししております。お客様ご自身で、
箱を空けてから 30 分〜 1 時間程度でデモ機のお試しを開始できます。約 1 ヶ月間、無料でお試しできます。
問合せ先
部署名：技術開発部
電話番号：03-6755-8046

メールアドレス：support@dawnchorus.co.jp

担当者名：橋本
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株式会社バイオシルバー 横浜営業所

分野：見守り・コミュニケーション

aams
http://www.biosilver.co.jp/aams/

センサーマットは、マットレスの下に敷くだけで簡単に設置

ができます。PCやモニター、タブレット端末等で、離れた場
所からご利用者の心拍、呼吸、体動、離床の状態をリアルタイ
ムでモニタリングできます。また、睡眠状態は深い眠り、浅い
眠り、覚醒の3段階で表示します。

異変があった際には瞬時にアラート音と画面表示でお知らせ

するため、いち早く駆けつけることができます。ご利用者一人
ひとりに合わせたアラート設定が可能です。

オプションセンサーを併用することでベッドからの起き上が

りも素早くお知らせできるため離床センサーとしての実用性も
高く、動きがアクティブな方の転倒事故防止にも役立ちます。

法 人 名：株式会社バイオシルバー
代表者名：原田 敬三
U R L：http://www.biosilver.co.jp/
所 在 地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-4 シルバービル1F
事業概要：独自のセンサーを採用した見守りシステムの製造開発販売、およびOEM提供

一言メッセージ
介護ロボット黎明期の 2011 年 11 月から発売している見守介護ロボットの先駆け的存在です。2014 年経済産業省ロボッ
ト介護機器導入実証事業では全メーカー中、導入数 1 位の実績をいただきました。介護ロボットを選ぶ時の秘訣は一つ！！
カタログや説明のみで決めるのでなく、お試しで使って体験することです。aams は無料でのデモ機貸出を実施しており
ますので、お気軽にお問い合わせください。
問合せ先
部署名：横浜営業所
電話番号：045-548-5076
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メールアドレス：s.endo@biosilver.co.jp

担当者名：遠藤

パラマウントベッド株式会社 横浜支店

分野：見守り・コミュニケーション

エスパシアシリーズベッド

https://www.paramount.co.jp/product/detail/index/20/P0054482

センサー内蔵型の見守り支援ベッドです。検知のタイミングは起き上がり、端座位、
離床、見守りの4つから選択でき、ナースコール中継ユニット（別売）を介してベッ
ドと既存のナースコール設備を繋ぐことで、ご利用者様のさまざまな動作を検知します。

眠りSCAN

https://www.paramount.co.jp/product/detail/index/20/P0054201

非接触型の見守りセンサーです。マットレスや敷布団の下に敷いて、体動（寝返り、
呼吸、心拍など）を検出、利用者様の睡眠・覚醒・起き上がり・離床などを端末にリ
アルタイム表示します。測定結果を活用して、利用者様の状態に合わせたタイムリー
な個別ケアの提供が期待できます。

眠りSCANeye（眠りSCAN連動カメラシステム）
https://www.paramount.co.jp/nursinghome/new

「眠りSCAN」がベッド上の利用者様をモニタリング。利用者様の状態（覚醒・起
き上がり・離床）が変わった時や、呼吸数・心拍数が設定値になった時に、従来の通
知に加えて利用者様の様子を映像でパソコンや携帯端末に知らせます。必要な時には
ワンタッチで様子も見られるほか、常時レコーダー機能で最大3日まで映像が保存さ
れます。

法 人 名：パラマウントベッド株式会社
代表者名：木村 友彦
U R L：https://www.paramount.co.jp/
所 在 地：〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号
事業概要：1．医療・介護用ベッド等および什器備品の製造・販売
2．医療福祉機器および家具等の製造・販売
3．上記品目に関する輸出入、リース、レンタル、および保守・修理
一言メッセージ
エスパシアシリーズベッド、眠り SCAN、眠り SCANeye いずれの製品もデモ可能です。
弊社もしくはエリア担当までお気軽にご連絡ください。
問合せ先
部署名：介護・健康事業課
電話番号：042-795-8800

メールアドレス：k.toda@paramount.co.jp

担当者名：戸田
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介護・生活支援ロボット活用研究会について

国全体の喫緊の課題である介護人材不足。介護という個別性の高い仕事においては、現場
の思いとは裏腹に質の高いサービス提供について限りが生じていくことも懸念されます。
限られた人材で質の高いサービスを提供するためには、介護ロボット・ICTの利活用は不
可欠となりつつあります。
介護・生活支援ロボットの利活用においては介護現場における検証や研究が不可欠であり、
当該ロボットを実際に使用してその利便性等の効果測定ができる介護施設等の拠点の存在が
欠かせません。
同時に、介護・生活支援ロボット導入のノウハウや販売促進のためには、「現場の声」が
なければ効果を最大限に発揮することも出来ません。
平成30年度、これまで私たちが培ってきた知見を発揮し、介護ロボットの導入計画や活用
に際しての目標設定、体制構築、強化など現場に直接的に役立つ支援を実装すべく、「介護・
生活支援ロボット活用研究会」を設立しました。

現在、神奈川県内の介護・障害サービスを提供する法人、事業所委員の他、神奈川県及び
政令市の担当者、専門職等のオブザーバー・アドバイザーを加えて、介護ロボット・ICTの
普及啓発、利活用に向け、実証実験やモニターを通して現場でのテクノロジー活用事例を積
み重ね、全国的にも注目される活動を行っております。
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介護・生活支援ロボット活用研究会委員長 ごあいさつ

『感と経験が大切』私が介護業界に入ってすぐに教わった言葉です。
このような時代ですから介護現場に介護ロボットやICTといった言葉が出てくることは、
ほとんどありませんでした。その頃に複数の施設も見学しましたが同様で、介護ロボットが
あるとすれば”物をかけるハンガー代わり”の移動用リフトだったのを覚えています。
かながわ福祉サービス振興会では平成22年から介護ロボット事業への取り組みが始まり、
私は平成30年より介護・生活支援ロボット活用研究会委員として活動してきました。この平
成22年からの取り組みから、介護現場への介護ロボット・ICT普及に向けては大きく変化し
てきたと実感しています。また、今年度からの個別化され科学的裏付けに基づく介護（LIFE）
も始まり、いっそう普及に向けて加速していくことと思います。逆に言えば、介護ロボット
やICTを活用していない施設は、利用者だけでなくスタッフにも選ばれないのではないかと
思います。
私の働く介護現場でも、多くの介護機器に触れて試用もしてきました。今現在、機能面で
いえば開発メーカーと介護現場のミスマッチが少なくなり、今まで試用した機器のほとんど
が活用していきたいものばかりでした。
（後は値段のミスマッチだけが課題のところまでき
ていると思います。）数年前までは『まだ使える（効果的な）介護ロボットなんてない』と
いう言葉を耳にすることがありましたが、今でもまだ『介護ロボットを使うと介護職のレベ
ルが下がる』『介護ロボットやICT化だけが合理化だけではない』という方がいます。個人的
意見ではありますが、その意見の中には少なからず導入に対しての言い訳があるように感じ
ます。実際、開発メーカーには”介護職や看護師”の方も多くいらっしゃり、介護現場の課題
解決や介護負担軽減へと繋がるものばかりです。
しかし、まだ課題もあることは確かです。介護現場としては『使用効果や目的を全スタッ
フが正しく理解しているか』『専門的知識のあるスタッフがいるか』など教育・育成面の課
題です。開発メーカー側の課題としては、『費用対効果』や（一部介護ロボットに関しては）
似たような機器があり、『効果より高価かどうかが選ぶ基準』となってしまっていることな
どです。
これ以外にもそれぞれの介護現場においては取り組むべき課題も存在し、かつ介護保険制度、
介護技術、ご利用者、スタッフは日々変化しています。介護業界の目まぐるしい変化への適
応力と、介護現場での課題解決には介護ロボット・ＩＣＴが必要不可欠と考えます。
引き続き、活用研究会委員ともにご利用者・スタッフに選ばれ続ける現場が増えるよう全
力投球していきます。





介護・生活支援ロボット活用研究会 委員長
（社会福祉法人 吉祥会 介護老人福祉施設 寒川ホーム

副施設長）

今村 真
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介護・生活支援ロボット活用研究会 委員名簿

NO

法人名

施設名

地区名

1

株式会社メディカルピュア湘南

グループホームあんずの家

横須賀三浦地域

2

社会福祉法人三光会

特別養護老人ホーム大野北誠心園

県央地域

3

社会福祉法人一廣会

特別養護老人ホーム金井原苑

川崎地域

4

株式会社ケアクオリティ

5

社会福祉法人隆徳会

特別養護老人ホーム サニーヒル横浜

横浜地域

6

社会福祉法人吉祥会

介護老人福祉施設 寒川ホーム

湘南地域

7

社会福祉法人大和清風会

特別養護老人ホーム サンホーム鶴間

県央地域

8

社会福祉法人伸こう福祉会

9

社会福祉法人清光会

特別養護老人ホーム 新横浜さわやか苑

横浜地域

10

社会福祉法人泉心会

高齢者総合支援センター泉心荘

湘南地域

11

社会福祉法人ユーアイ二十一

特別養護老人ホーム 太陽の家

12

社会福祉法人秀峰会

横浜地域

13

特定非営利活動法人TUMUG

川崎地域

14

社会福祉法人和みの会

特別養護老人ホーム和みの園

横浜地域

15

医療法人社団孝和会

介護老人保健施設 能見台パートリア

横浜地域

16

社会福祉法人同塵会

特別養護老人ホーム芙蓉苑

横浜地域

17

株式会社リフシア

18

社会福祉法人合掌苑

19

社会福祉法人小田原福祉会

高齢者総合福祉施設 潤生園

県西地域

20

社会福祉法人東洋会

ジョイアス城山

県西地域

21

社会福祉法人三栄会

特別養護老人ホーム ベルホーム

県央地域

22

神奈川県

県立さがみ緑風園

県央地域

23

神奈川県

県立中井やまゆり園

県西地域

24

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

静岡県

横浜地域

横須賀三浦地域

湘南地域
東京都

横浜地域
※五十音順

令和3年10月現在
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グループホーム

あんずの家

法 人 名：株式会社メディカルピュア湘南
代表者名：小吹

優

所 在 地：横須賀市追浜本町2-14
事 業 所：横須賀市浦郷町4-1-2

https://anzunoie.you-wa-kai.or.jp/

認知症の方は「何もできなくなった人」ではありません。グルー
プホームあんずの家の介護は「奪わない介護」
「できることの継続」
「その人らしい姿で日常生活を送っていただくこと」をモットー
に共通の日課を強要することなく、個々人のやり方、個々人の
生活リズム等を可能な限り尊重した日常を送っていただいてい
ます。安全に配慮しながらも玄関は施錠せず、自由な出入りが
可能で、近隣への買い物やご近所の方との交流も活発に行われ
ています。「笑顔で楽しく生活していただく」こと、「個別性を
重視」したケアを実践しているグループホームです。認知症の
進行を緩やかにするために、過剰介護の提供を避け、馴染みの
環境（モノや人、地域）の中で、可能な限りご本人が持ってい

る「力」を発揮できるように配慮しています。
また、認知症の進行に伴いご本人の力が発揮できなくなって
も、最期までホームで暮らすことができるよう、終の棲家とし
て医療との連携によるお看取りもさせて頂いています。ご家族
や知人等、ご本人にとって馴染みの関係にある人の宿泊も可能(居
室宿泊）です。認知症サポート医と連携しながら、薬物療法よ
りも非薬物療法を重視し、環境や関わりによって、認知症の進
行を少しでも遅らせることができるよう、また、進行しても安
心して暮らしていただけるよう、認知症ケアの専門知識を学ん
でいく教育体制の下、離職率も低く、本人を中心としたケアの
実践に努めています。

一言メッセージ
グループホームケアにおいて、介護ロボットや ICT の活用は縁遠いものと感じている事業所も多いと思います。しかし、
入居者様の重度化や終の棲家としての役割等を考えると、様々な支援機器の検討も視野に入れるべき時代になっていると
感じています。ご本人の生活を守り、職員の負担を減らす為にも「状況にあった機器」の導入や ICT を活用をしていきた
いと思います。
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特別養護老人ホーム

大野北誠心園

法 人 名：社会福祉法人三光会
代表者名：松田

圭助

所 在 地：栃木県日光市倉ヶ崎605番地7
事 業 所：神奈川県相模原市中央区東淵野辺5-24-13

https://sankokai.com/publics/index/15/

当施設は平成26年12月に開設したユニット型特養（入所：

130名、SS：10名）です。

一人ひとりを尊重したケアと、全室個室のプライベート空間

地域との繋がりを育み、共に手をたずさえて歩む～誰からも

愛される施設を目指して開かれた運営を心掛けています。

を提供します。

一言メッセージ
当施設ではご利用者へのさらなる安全な介護を行うために、積極的な介護ロボットの導入・ICT の活用を推進しています。
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特別養護老人ホーム

金井原苑

法 人 名：社会福祉法人一廣会
代表者名：理事長

山口

和子

所 在 地：神奈川県川崎市麻生区片平1430番地
事 業 所：神奈川県川崎市麻生区片平1430番地

http://www.kanaibara.com/

特別養護老人ホーム金井原苑は、今年27年目を迎える施設

です。

人生の仕上げの時期を迎えた方々が、誇りや自信を傷つけら

れることなく、安心してその人らしく生活できるよう支援して

川崎市麻生区内に地域包括支援センターを3カ所、デイサー

ビス、居宅介護支援事業所、訪問介護、訪問看護等を運営して

おり、予防から看取りまで切れ目のないケアを提供しています。

います。

一言メッセージ
「ハナ歌を歌いながら出来る介護」を目指しており、各種リフト・見守り機器を中心に、積極的に福祉機器を導入しています。
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株式会社ケアクオリティ
法 人 名：株式会社ケアクオリティ
代表者名：代表取締役

野中

康弘

所 在 地：静岡県静岡市葵区伝馬町18番地の8
事業所名：デイサービス

アミイチ伝馬町ビル2階

リハケア茅ヶ崎

（茅ヶ崎市幸町5-8 茅ヶ崎メディカルケアセンター202）

https://www.cq-s.com/fac_days_chigasaki.html

私たちケアクオリティは、静岡県に14施設と神奈川県茅ケ崎市に1施設を展開し、

地域に根づいたサービスとしてグループホーム・デイサービス・介護付き有料老人ホー

ムを運営しております。どちらの施設もアットホームな温かい介護の提供ができる

ように日々努力をしております。そして、地域に根差し、地域社会との絆・繋がり
を大切にし、地域に開かれた施設運営を目指しております。

事業所一覧
１．グループホーム
NO

施設名

所在地

1

アンダンテ

静岡県静岡市葵区沓谷1-12-11

2

和音

静岡県静岡市葵区緑町8-18

3

ゆとりあ

静岡県静岡市葵区田町3-30-1

4

輝（かがやき）

静岡県静岡市葵区昭府1-22-6

5

望

静岡県静岡市駿河区大谷4494-1

6

シャンテ

静岡県静岡市駿河区聖一色73-1

7

おかりや

静岡県島田市御仮屋町9530

8

初倉

静岡県島田市阪本1444 あけぼの館3階

9

シェリー

静岡県焼津市上新田856-1

10

和みの詩

静岡県掛川市上張48-7

静大前

２．介護付有料老人ホーム
NO

施設名

所在地

1

アレンジメントケア桜ヶ丘

静岡県静岡市清水区桜が丘町5-15

2

クオリティリビングおかりや

静岡県島田市御仮屋町9530

３．その他
NO
1

サービス種別

デイサービス

事業所数
4事業所

一言メッセージ
グループホーム、デイサービス、介護付き有料老人ホームと比較的小規模な施設を運営しております。利用者様のそばで、
利用者様の困っているところに手が届くような、寄り添った温かい介護を目指しております。今回、活用研究会に参加し、
ロボットや LIFE のデータなどを活用することにより、より利用者様の困っているところに手が届くような介護をしていき
たいと思っております。
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特別養護老人ホーム

サニーヒル横浜

法 人 名：社会福祉法人隆徳会
代表者名：理事長

山崎

昌義

所 在 地：横須賀市長井6-21-7

サニーヒル横須賀

事 業 所：横浜市旭区上川井町426

http://sunnyhill.or.jp/yokohama/facility/

平成21年7月1日、定員150名（本入居140名短期入居10名）

の特別養護老人ホームとして開所しました。「ここを利用して
よかったと心から感じていただける施設を目指します」という
運営理念を実現するため、「安全・安心」
「快適」
「やすらぎ」
「地

域貢献」
「明るい施設」をコンセプトに施設の運営に努めています。
ご利用者に安全で心やすまる生活の提供、ご利用者本位の質

の高いサービスを受ける権利の保障、ご利用者の心に寄り添う
介護、終の棲家として看取り介護の実践、施設の人材と機能を

活かし地域社会への貢献、職員が誇りと希望が持てる明るい施

設づくりを通して、ご利用者やご家族に満足していただけるよ
う施設運営を行っています。

一言メッセージ
開所当初から、多くの記録は介護ソフトの利用や、現在の感染対策の一環としてオンライン面接や会議など ICT を活用を
しています。さらに、パロのモデル事業への参加から始まり現在は研究会へ参加させていただき、介護ロボットの積極的
に活用についても常に検討しています。
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介護老人福祉施設 寒川ホーム
法 人 名：社会福祉法人吉祥会
代表者名：三澤

京子

所 在 地：神奈川県高座郡寒川町小谷1-13-5
事 業 所：神奈川県高座郡寒川町小谷1-13-5

http://www.samukawahome.com/

1993年設立し、特別養護老人ホーム（64床）・短期入所生

活介護（7床）・通所介護（定員40名）・訪問介護・居宅介護支

割以上

また、未経験でも安心して努められるよう施設内研修が充実

援事業所を運営。

しており（月2～3回以上開催）、学べる機会を多く提供している。

均30分/月（介護職の残業は緊急時を除きゼロ）で有休取得率

ではなく勤務時間内に開催している。

介護ロボット・ICT活用へ積極的に取り組む前より、残業平

は85%以上を継続している。

評価（給与）は能力給制度を導入し、未経験でも頑張りに応

じて評価されるシステムとなっている。※介護職の未経験者7

開催日時に関しては自分の時間を大切にできるよう、強制参加
スタッフの身だしなみにルールは設けておらず、清潔感があ

れば、髪型・ネイル・アクセサーは自由。としている。

一言メッセージ
当法人の基本方針のひとつに『革新する姿勢を忘れない』ことを掲げている。そのため、業務改革はもちろんのこと、介
護ロボット・ICT 活用へ積極的に取り組んでいる。現在までに介護機器 10 種以上のトライアルから、移乗介助（非装着型）
・
排泄支援・見守りに関する介護ロボットを導入している。
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高齢者福祉施設サンホーム鶴間
法 人 名：社会福祉法人大和清風会
代表者名：理事長

天野

龍平

所 在 地：大和市西鶴間8-1-2
事 業 所：大和市西鶴間8-1-2

http://sunhome.life.coocan.jp/

（改築前の写真です）

平成元年7月に開所した定員80名の従来型の特養です。在宅

また現在サービス付き高齢者向け住宅「ひだまり」23床を

サービスとしては、短期入所生活介護（12床）、一般型通所介

同敷地内に増築中で、11月開設を目指して準備をしております。

入浴介護、居宅介護支援のほか、地域包括支援センターを2か

その後、現施設の改修予定があり完成は令和5年2月です。

護（40名）、認知症対応型通所介護（12名）、訪問介護、訪問
所大和市より委託を受けて運営しております。

増築棟には、感染対策を含めて通所介護2か所を移転の予定です。

一言メッセージ
当施設は開設して 30 年を過ぎた従来型の施設です。現在リニューアル進行中ですが、地域根ざした施設づくりをしてきま
した。建物は古くなってきましたが、新しいものを取り入れていきたいと考えています。多くの課題がありますが、介護
ロボットや ICT を取り入れ、利用者やスタッフにとって安心できる環境整備に取り組んでいきたいと考えております。
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社会福祉法人伸こう福祉会
法 人 名：社会福祉法人伸こう福祉会
代表者名：髙田

益江

所 在 地：横浜市南区日枝町1-5
事業所名：クロスハート藤沢本町（藤沢氏白旗1-12-26）

https://www.shinkoufukushikai.com/

事業所一覧
１．特別養護老人ホーム
NO
施設名
1 クロスハート栄・横浜
2 クロスハート野七里・栄
3 クロスハート幸・川崎

所在地
神奈川県横浜市栄区公田町1020-5
神奈川県横浜市栄区野七里1-2-31
神奈川県川崎市幸区河原町1-37

２．グループホーム
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

施設名
クロスハート田谷･栄
クロスハート金沢・横浜
クロスハート港南・横浜
クロスハート南・横浜
クロスハート鶴見・横浜
クロスハート本牧・横浜
クロスハート宮前・川崎
クロスハート二階堂・鎌倉
クロスハート十二所・鎌倉
クロスハート本鵠沼・藤沢
クロスハート円行・藤沢

所在地
神奈川県横浜市栄区田谷町1249
神奈川県横浜市金沢区東朝比奈2-54-2
神奈川県横浜市港南区東永谷1-37-5
神奈川県横浜市南区日枝町1-5
神奈川県横浜市鶴見区矢向3-30-1
神奈川県横浜市中区小港町3-177
神奈川県川崎市宮前区西野川3-1-3
神奈川県鎌倉市二階堂267-67
神奈川県鎌倉市十二所937-8
神奈川県藤沢市本鵠沼3-11-39
神奈川県藤沢市円行2-13-1

３．介護付有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
2020年9月に開所

定員22室の小規模な施設です。

要介護認定のない方から要介護の認定を受けている方まで幅

広い方が生活をしている施設です。

ご入居者其々の要望に合わせて、通所介護・訪問介護・自費サー

ビスを利用しながら生活する施設です。

様々な事業所（法人・会社）が関わりながらご入居者の生活

に寄り添っています。

NO
施設名
所在地
1 クロスハート湘南台・藤沢 神奈川県藤沢市円行1-1-7
2 クロスハート石名坂・藤沢 神奈川県藤沢市本藤沢1-10-14
3 クロスハート湘南台二番館 神奈川県藤沢市円行2-25-1

４．その他
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

サービス種別
障がい者支援
デイサービス
ショートステイ
小規模多機能型居宅介護
居宅介護支援
訪問看護
地域ケアプラザ
看護小規模多機能型居宅介護
訪問介護
サービス付高齢者向け住宅

事業所数
7事業所
6事業所
5事業所
3事業所
3事業所
2事業所
2事業所
1事業所
1事業所
1事業所

一言メッセージ
訪問介護・訪問看護・通所介護・自費サービス 等、多種多様なサービスや職種が関わる為、ご入居者の状態把握や共有
がとても大切になります。
ご入居者だけでなく職員の満足度向上の為にも機器の活用を検討・実証していきたいです。
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特別養護老人ホーム

新横浜さわやか苑

法 人 名：社会福祉法人清光会
代表者名：理事長

大矢

直子

所 在 地：横浜市保土ケ谷区上菅田町1723－1
事 業 所：横浜市港北区大豆戸町572-5

https://shinyokohama.seikoukai-group.or.jp/

開苑から18年、入所150床＋ショートステイ10床の従来型

です。

新横浜駅、大倉山駅から徒歩15分。横浜アリーナに近く、

ICT活用やロボット導入を法人全体で進めており、科学的な介

特別養護老人ホームです。

交通の便にも恵まれた５階建てのゆとりのある居住空間の施設

運営法人の2021年度のスローガンは「全員でICTる」です。

護の推進と業務改善の取り組みを実施しています。

一言メッセージ
ロボット活用では、見守りセンサーロボットを対象フロアに複数台導入し、事故防止や職員の負担軽減等に一定の成果が
出ています。今後もサービスの質向上を図るべく、施設全体でロボット活用を推進していきます。
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高齢者総合支援センター泉心荘
法 人 名：社会福祉法人泉心会
代表者名：理事長

小泉

隆一郎

所 在 地：神奈川県伊勢原市三ノ宮511番地の1
事 業 所：神奈川県伊勢原市三ノ宮511番地の1

http://www.senshinso.or.jp/

特別養護老人ホーム従来型定員50名、ユニット型定員50名、

者の見守りロボットとして「ａａｍｓ／アアムス」5台、ベッ

現在、認知症の入所者の精神的ケアの目的でメンタルコミッ

全な施設生活を目指しております。

計100名の施設です。

トロボット「パロ」2台を使用しております。また多動な入所

ト内蔵式「見守りケアシステムＭ2」10台を使用して安心・安

一言メッセージ
介護ロボットの導入により定期的に見守る作業が少なくなった分を直接行うケアに向けることができた為、より入所者に
寄り添うケアへ向けることができるようになりサービス向上につながってます。
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太陽の家
法 人 名：社会福祉法人ユーアイ二十一
代表者名：理事長

石渡

庸介

所 在 地：神奈川県横須賀市西浦賀6-1-1

太陽の家
横須賀市西浦賀6-1-1（太陽の家）
http://www.ui21.or.jp/shisetsu/01-taiyo/
特別養護老人ホーム

平成15年4月1日開所
入所定員

太陽の家

111名（ユニット型個室）、
ショートステイ
デイサービス

21名（3人部屋）、

30名定員

太陽の家二番館
横須賀市西浦賀6-1-2（太陽の家二番館）
http://www.ui21.or.jp/shisetsu/02-taiyo2/
特別養護老人ホーム

太陽の家二番館

平成17年10月1日開所
入所定員

100名（ユニット型個室）、

ショートステイ10名（ユニット型個室）

移乗支援ロボット、見守りセンサー、記録システムの導入実

当法人では入居サービスだけでなく在宅支援のサービスも運

績あり。

営しておりますので、ご利用者様、ご家族様の支援を行い、お

用者様への支援時間の確保」をテーマに導入検討を継続してい

いります。

各施設、衛生委員会を中心として「職員の負担軽減」と「利

ます。

一人お一人の人生に寄り添うお手伝いができるよう連携してま

一言メッセージ
「安心」「温もり」「満足」を合言葉に、施設運営を行っています。介護ロボットの導入や ICT 化など新しいことにチャレン
ジし、小さな一歩の改善活動によりご利用者様へのより良いサービス提供とともに、職員の働きやすい職場を目指してい
ます。施設を訪れるご家族様、ボランティア様、実習生等の皆様へのご理解をいただけるよう様々な活動を企画いたします。
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社会福祉法人秀峰会
法 人 名：社会福祉法人秀峰会
代表者名：理事長

櫻井

大

所 在 地：横浜市神奈川区沢渡1-2
事業所名：特別養護老人ホーム

さくら苑（横浜市旭区下川井町360）
特別養護老人ホーム 南永田桜樹の森（横浜市南区永田南1-2-37）
特別養護老人ホーム 高津 山桜の森（川崎市高津区久末1510-10）
ショートステイセンター 花の生活館（横浜市泉区緑園4-6-1）
https://shuhokai.or.jp/
事業所一覧
１．特別養護老人ホーム
NO
1
2
3
4

施設名
さくら苑
南永田桜樹の森
高津 山桜の森
高津 山桜の森（ユニット型）

２．グループホーム
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

施設名
磯風の謡
銀らんの丘
風の生活館
銀河の詩
樹林の風
翠嵐の風
都筑の春
春風の丘
若草の丘

３．その他
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

所在地
神奈川県横浜市旭区下川井町360
神奈川県横浜市南区永田南1-2-37
神奈川県川崎市高津区久末1510-10
神奈川県川崎市高津区久末1510-10

所在地
神奈川県横浜市磯子区森5-5-53
神奈川県横浜市磯子区広地町11-41
神奈川県横浜市泉区和泉町5932-3
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-10-40
神奈川県横浜市旭区下川井町218-2
神奈川県横浜市都筑区中川8-11-18
神奈川県横浜市都筑区中川4-20-11
神奈川県横浜市都筑区牛久保東3-23-35
神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町3-192

サービス種別
居宅介護支援
訪問看護
訪問介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応サービス
デイサービス
小規模多機能型居宅介護
地域ケアプラザ
認知症対応型デイサービス
訪問入浴介護
ショートステイ
クリニック（在宅療養支援診療所）

事業所数
29事業所
20事業所
18事業所
14事業所
14事業所
9事業所
9事業所
7事業所
7事業所
4事業所
4事業所
3事業所

サービス：従来型特養・ユニット型特養・
単独型短期入所生活介護
取組み：〇LIFE活用推進のモデル事業施設
〇持ち上げない介護を積極的に推進
（リフト・シート多数導入）
〇見守りセンサー各種導入
（眠りスキャン、シルエットセンサー）
〇東経システム「福祉見聞録」を活用

一言メッセージ
介護ロボットを推進する事が、入居者の安全・安心に寄与し、職員の負担軽減に繋がると信じて取り組んできました。成
果を感じている反面で、この取り組みに終わりはなくモチベーションを維持する事の大切さを感じています。私たちの取
り組みが、他事業者の参考になれば嬉しく思います。
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特定非営利活動法人TUMUG
法 人 名：特定非営利活動法人TUMUG
代表者名：中島

清雄

所 在 地：神奈川県川崎市麻生区白鳥4-10-3-301
事 業 所：神奈川県川崎市麻生区白鳥4-10-3-301

https://www.tumug.or.jp/

特定非営利活動法人TUMUGは、障害をもっている当事者・

家族・支援職で構成している法人で、2019年12月に設立しま
した。

私たちは、障害をもつ全ての人が安心して暮らせる社会を目

指し、より使いやすい福祉機器の普及啓発を行うとともに、福

祉機器メーカーに利用者として発信していく活動をしています。
これまで、川崎市、テクノエイド協会等から福祉機器・介護

ロボット等のモニター評価事業を受託しています。

一言メッセージ
福祉機器・障害をもっている人の生活等の情報を YouTube にアップしています。
よろしければご覧ください。
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特別養護老人ホーム

和みの園

法 人 名：社会福祉法人和みの会
代表者名：理事長

佐藤

健一

所 在 地：横浜市戸塚区東俣野町1705
事 業 所：横浜市戸塚区東俣野町1705

https://nagominosono.jp/

笑顔から笑顔へ～心が和み笑顔あふれる～社会福祉法人和み
の会
特別養護老人ホーム・74床（短期6床）全80床
快適な生活環境と満足感を提供し、ご家族の方々にも安心で
きる施設運営を目指します。
「最期まで尊厳をもって生きる」との理念に引き継がれてい
ます。

福祉施設として、何より安心して生活できる場を提供すること、
そして介護や子育ての具体的なサービスを提供することにより、
家族として絆が結ばれ、幾つになっても平穏に過ごせるよう支
援することを大切にしています。
これからも、最も支援を必要としている人々を第一に考える
ことを基本的な姿勢として、社会福祉法人としての地域の役割
を果たしてまいりたいと思います。

一言メッセージ
ご利用者様の安心・安全をはかるべく積極的に介護ロボット・ICT の活用をしていきます。
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介護老人保健施設

能見台パートリア

法 人 名：医療法人社団孝和会
代表者名：理事長

柳澤

和孝

所 在 地：神奈川県横浜市金沢区能見台東10-1
事 業 所：神奈川県横浜市金沢区能見台東10-1

https://www.kowakai-patria.com/

神奈川県横浜市南部、金沢区の緑豊かなビーコンヒルの一角

に位置する介護老人保健施設です。京浜急行線能見台駅から徒
歩8分、入所定員150床（一般療養棟65床、軽度認知症対応棟

45床、認知専門棟40床）、デイケア定員50名の施設です。また、

訪問リハビリテーション、居宅介護支援事業所、診療所を併設し、
老健の役割である『在宅復帰』に力を入れています。

当法人では、介護職員の負担軽減やご利用者への安心・安全

なケアの提供を目的として、介護ロボット導入を推進しています。
現在までにアザラシ型のセラピーロボット『パロ』、見守りケ
アシステム『M1・M2』、見守り機能付き高機能エアマットレ

ス『アメリア』、見守り機能付き耐圧分散マットレス『テルサコー

ル』を導入しています。また、ロボット介護推進プロジェクト
にて見守りシステム『aams.介護』、当協議会ではリコーベッ
ドセンサーシステム実証実験に参加させていただきました。

一言メッセージ
介護システム・ICT 機器を活用し介護記録の電子化を進めています。今後、介護システムと介護ロボットの連携に向けて
Wifi 環境の整備や科学的介護情報の活用を目指し、得られるフィードバックを介護の質の向上に繋げたいと考えています。

59

特別養護老人ホーム

芙蓉苑

法 人 名：社会福祉法人同塵会
代表者名：松井

住仁

所 在 地：横浜市港南区下永谷四丁目21番10号
事 業 所：横浜市港南区下永谷四丁目21番10号

https://shafuku-doujinkai.or.jp/facility/nursing-home/fuyouen

事業内容：介護老人福祉施設 160名・短期入所生活介護 10名・

長年に渡る経験と実績を活かし、地域に密着した福祉サービス

訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・居宅介護支援・

わたしたちスタッフは、ご利用者やご家族の皆さまはもちろ

通所介護 45名・訪問介護・定期巡回・随時対応型
施設入浴サービス・高齢者食事サービス

特別養護老人ホーム芙蓉苑は昭和42年に開所した横浜市で

初めてとなる特養ホームです。芙蓉苑では「自立支援」「生き

がい」
「思いやり」の精神を重視し、この実践として、基本サー

ビスに「食事」「入浴」「医療」の充実を掲げ、高齢者の皆様が
心豊かに安心してお過ごしいただける施設を常に目指します。

法人理念『ご利用者に誠意の限りを尽くします』の精神のもと、

の充実と向上に努めてまいります。

んのこと、支援ボランティアの皆さまや地域住民の皆さま方か

らも信頼され、また愛される存在でありたいと考えております。
高齢者や障がい（児）者、乳幼児の皆さま方のお一人おひと

りの尊厳と自由を守りながら、健康と安心、やすらぎとゆとり
ある生活をお手伝いすること・・・。

わたしたちは、介護・福祉のプロとして、その責任と役割を

つねに自覚しながら、皆さまに誠意の限りを尽くしてまいります。

一言メッセージ
平成 24 年 8 月より当法人 松井理事長と神奈川県 黒岩知事との間に締結された「神奈川県介護ロボット普及推進センター
事業」として「介護スタッフの負担軽減」と「ご入居者様が豊かな生活が営めるようサービスの質の向上」を目的に施設
内で介護ロボットを実際に活用し、県内の介護・医療関係者等への公開や活用事例の蓄積・発表を行い検討を支援するこ
とで、介護ロボットの普及促進と開発改良支援を図るべく事業を行っています。
これからも当法人は施設をご利用いただく全ての皆さまに対し、より良い環境を整備するよう先駆的な取組みを積極的に
行ってまいります。
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株式会社リフシア
法 人 名：株式会社リフシア
代表者名：加藤

順一

所 在 地：神奈川県茅ケ崎市萩園2822-1
事業所名：リフシア善行（藤沢市善行3-10-4）

https://lifsea.co.jp/

小規模多機能居宅介護とグループホーム（2ユニット）の併

加も多くあり。機能訓練プログラムが充実しており、お客様個々

地域との交流が盛んで、地域のお祭りやクリーンデイへの参

送迎では階段昇降機を保有しており、上層階へのお迎えにも対応。

設事業所。

のニーズに合わせたリハビリプログラムを作成・実施している。

事業所一覧
１．グループホーム
NO
1
2
3
4
5

施設名
リフシア神明
リフシア善行
リフシア大庭
リフシア香川
リフシア矢畑

所在地
神奈川県藤沢市鵠沼神明2-12-17
神奈川県藤沢市善行3-10-4
神奈川県藤沢市大庭5142-7
神奈川県茅ケ崎市香川3-29-7
神奈川県茅ヶ崎市矢畑63-1

２．その他
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

サービス種別
小規模多機能型居宅介護
居宅介護支援
訪問看護
訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
デイサービス
看護小規模多機能型居宅介護
ショートステイ
サービス付高齢者向け住宅
介護予防

事業所数
7事業所
4事業所
4事業所
3事業所
3事業所
3事業所
2事業所
1事業所
1事業所
1事業所

一言メッセージ
業務効率化及び自立支援介護サービス促進に資する職場環境構築をはかるべく介護ロボット・ICT 活用を推進しております。
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社会福祉法人合掌苑
法 人 名：社会福祉法人合掌苑
代表者名：森

一成

所 在 地：東京都町田市金森東3-18-16
事業所名：訪問介護事業所

合掌苑（東京都町田市金森東3-18-13-202）
https://www.gsen.or.jp/
事業所一覧
１．特別養護老人ホーム
NO
1

施設名

合掌苑 桂寮

２．その他
NO
1

2

3

4
5

6

所在地

東京都町田市金森東3-18-16

サービス種別

事業所数

居宅介護支援

3事業所

デイサービス

3事業所

ヘルパーステーション

2事業所

障がいサービス

2事業所

ショートステイ

1事業所

養護老人ホーム

1事業所

ヘルパーステーション合掌苑
バラエティに富んだ派遣

◆生後間もない赤ちゃんから106 才の高齢者まで対応実施
◆調理から排せつまで幅広い仕事内容

学ぶ機会が多い

◆研修の機会が多い ◆実務者研修費の費用負担制度がある
◆接遇から介護技術まで幅広い研修への参加が可能

働き易い職場環境

◆なんでも相談できる組織風土
◆入社時に有給休暇が付与される
◆10 日以上の長期休暇が年に2回ある
◆
◆子ども（小学生まで）の看護休暇が年間10 日ある
◆子ども（小学3年生まで）の育児短時間勤務制度（1日6時間労働）がある

IT活用による業務効
率化

◆1人に1台 スマートホンを貸与
◆活動記録システム ケアウィングを利用した実績管理が可能
◆ケアウィング活用により、ペーパーレス実現
◆リモート研修の実施も可能に

経験豊富なヘルパー

◆20 年以上のヘルパー経験者が多い
◆
◆30 代から80代まで、幅広い世代のヘルパーが多い
◆定年制がない
◆男性ヘルパーの活躍の場も多い

福利厚生が充実

◆社内託児室の利用が無料
◆制服、エプロンなどの貸与がある
◆ヘルパー全員が健康診断受診実施
◆ヘルパー全員がインフルエンザ予防接種を無料で実施

法人のスケールメリ
ットがある

◆養護老人ホームが施設内にあり、派遣先になる
◆居宅介護支援事業所があり、ケアマネジャーに相談がしやすい
◆デイサービスの送り出し、迎え入れの派遣が多い

町田市内で最大の事
業所

◆お客様の数が多い
◆さまざまな働き方が可能になる
◆知名度は高く、信頼性も高い
◆サービス利用者が年間述べ3000 人以上の地域No1 介護事業者

禁複写・禁転載

19

一言メッセージ
中期経営計画
2023 年 3 月までに共生社会を実現し、地域包括ケアの中核施設になりお客様とステーションを元気にすることを目指し
ています。
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特別養護老人ホーム

潤生園

法 人 名：社会福祉法人小田原福祉会
代表者名：時田

佳代子

所 在 地：小田原市穴部377
事 業 所：小田原市穴部377

https://junseien.jp/

潤生園では、「最期まで口から食べる」を実践する介護食の

研究開発やデイサービス、ショートステイの日本の先駆け、
1990年代より、電子記録を活用し、介護のエビデンスについ

て研究してきた法人です。現在では、現任者教育、海外人材育成、

介護のDX、科学的介護LIFEの活用、地域共生社会の実現に向

けて、様々な取り組みを行っています。「かながわベスト介護
セレクト20」3年連続受賞。

一言メッセージ
潤生園は時代のコンテクストに合わせながら、全国の介護事業所のモデルケースになるように、様々なことにトライ＆エ
ラーを行っている法人です。
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介護付有料老人ホーム
法 人 名：社会福祉法人
代表者名：理事長

﨑村

ジョイアス城山

東洋会
俊裕

所 在 地：神奈川県小田原市城山2-3-46

TSビル４階

事 業 所：神奈川県小田原市城山2-1-9

http://www.joyous-shiroyama.or.jp/

2005年４月に小田原市にある崎村調理師専門学校と併設す
る形で「食」へのこだわりを原点とした介護付有料老人ホーム
ジョイアス城山がスタートしました。
『食彩の介護』をモットーに、
毎日の食事はこだわりを持って提供しております。安心・安全・

心に響く介護を目標に掲げ、日々運営をしております。
また、当法人では特別養護老人ホームを2箇所展開しており
ます。法人全体で300床以上の床数があり、様々なニーズにも
お応えできるようになっております。

一言メッセージ
見守り機器
トーテック
フランスベッド
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見守りライフ
見守りケアシステム M2

を導入しております。

特別養護老人ホーム
法 人 名：社会福祉法人
代表者名：理事長

坂間

ベルホーム

三栄会
有二

所 在 地：神奈川県座間市栗原1261-1
事 業 所：神奈川県座間市栗原1261-1

https://www.bellhome.or.jp/

特別養護老人ホーム
併設事業所

150床

ショートステイ
通所介護

居宅介護支援事業所

45名

20床

地域包括支援センター

一言メッセージ
当施設では、介護ロボット（シルエット見守りセンサ・眠り SCAN）・ICT（PC・タブレット端末を用いた介護記録、クラ
ウドサービス）を活用した介護サービスを提供しております
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科学的介護情報システム（LIFE）推進委員会について

令和３年度 介護報酬改定によって、科学的介護情報システム（LIFE）の活用が新たな加算として加わり、

注目されることとなりました。

今回の介護保険制度改正においては、新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で、

「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、
2040年も見据えながら、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止の取組」、「介護

人材の確保・介護現場の革新」、「制度の安定性・持続可能性の確保」を図ることが柱となっています。
今後、介護職員の負担軽減の観点だけでなく、科学的介護に向けたビッグデータの構築・活用に向け
てITの導入・利活用がより一層進むことが推察されます。

1990年代以降、医療分野においては「エビデンスに基づいた医療」が実施されています。

一方、社会保険制度であるにもかかわらず、これまでの介護においては、コンセンサスの得られた

評価指標が必ずしも存在するわけではなく、介護事業者や介護者の独自性に委ねられている部分が多
くを占め、「勘と経験」に基づいた介護サービスの提供がなされてきました。

また、科学的介護推進にあたっては、「信頼性・妥当性のある根拠」である評価指標をもとにした

介護サービスへの切り替えが必要であり、そのためにはビッグデータの構築が前提となります。この
科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）へのデータ提供、ビッグデータから返されるフィードバックの

読み込み・分析、科学的指標をもとにした質の高い介護に向けたＰＤＣＡ等、新たな取組みに向けて
は、制度の理解を前提とし、様々な立場の専門性や価値観を尊重して検討を行う必要があります。

令和３年度、科学的介護情報システム（LIFE）推進に向け、各専門家や介護事業者、ＩＣＴベンダー

の情報共有・交換を行うことを目的として、「科学的介護情報システム（LIFE）推進委員会」を設立
しました。

事業所におけるITリテラシーの強化や、データの読み込み・分析、それを活用する人材の育成から

組織体制の整備等、科学的介護によるさらなるサービスの質向上を実現すべく、本委員会と作業部会
の両輪で普及推進を図っていきます。
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科学的介護情報システム（LIFE）推進委員会副委員長 ごあいさつ

令和３年の介護報酬改定において様々な改定が盛り込まれましたが、中でも科学的介護の
推進とそれを進める為のLIFE活用は、皆さまにとって重要な改定ポイントであり、今後の介
護業務のあり方にも大きく関わる転換点になるでしょう。
また、科学的介護の実践が進む事で、より高度な介護サービスの提供やそれに関わる職員
の専門性を高める事に繋がるとも考えております。
一方で、それらを円滑に進めて行くための新しいオペレーションや、新たに発生する事務
作業などに対する業務負荷を抑える為の施策としてのICT活用など、新たな課題が生まれる
でしょう。
私は介護業務におけるICT化を専門として、個人としては15年、ビーブリッド代表として
は創業後12年目を迎え、多くの介護事業者の皆様のICT化のお手伝いをして参りました。
これまでのICT化の流れは業務効率改善、生産性向上等、どちらかというと企業（法人）
努力の範囲のそれでしたが、この度の科学的介護の実践とLIFE活用には業務のICT化が不可
欠です。とはいえ事業者側の立場で考えると、スムーズにICT活用にシフトする事が難しい
といった事もあるかと思います。
この度、本会の副委員長を務めさせて頂く事となりましたので、上述の様な業務負荷を抑
え込みながら、科学的介護の実践とそれが実現する事で生まれるより高度な介護サービスの
提供が可能となる様、県内の介護事業者の皆様や専門家の皆様と協力し、適切なオペレーショ
ンやICTの取組等の研究を進め、その研究成果から導かれる先駆的な実践方法をアウトプッ
ト出来る様、尽力させて頂きます。

科学的介護情報システム（LIFE）推進委員会 本委員会副委員長
作業部会座長
（株式会社ビーブリッド 代表取締役／
一般社団法人日本ケアテック協会 専務理事）



竹下 康平
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科学的介護情報システム（LIFE）推進委員会 委員名簿

科学的介護情報システム（LIFE）推進委員会 本委員会			
1

慶応義塾大学

2

国際医療福祉大学大学院

3

山梨県立大学

4
5
6
7

ウェルビーイングリサーチセンター
医療福祉経営専攻

人間福祉学福祉コミュニティ学科

医療法人 聖仁会

オーク介護支援センター

（一般社団法人 日本介護支援専門員協会

前理事長）

研究員

池田

紫乃

教授

石山

麗子

准教授

伊藤

健次

施設長

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

理事長

株式会社 ビーブリッド

代表取締役

一般社団法人日本ケアテック協会

専務理事

SOMPOケア株式会社

部長

データ戦略部

鷲見

よしみ

瀬戸

恒彦

竹下

康平

平沼

直樹

※五十音順、敬称略

科学的介護情報システム（LIFE）推進委員会 作業部会			
1
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株式会社ビーブリッド
一般社団法人日本ケアテック協会

2

株式会社 アカリエ／株式会社 robottte

3

社会福祉法人小田原福祉会

4

社会福祉法人吉祥会

5

社会福祉法人秀峰会

6

社会福祉法人伸こう福祉会

7

SOMPOケア株式会社

8

株式会社エス・エム・エス

9

エヌ・デーソフトウェア株式会社

10

株式会社カナミックネットワーク

11

株式会社日本コンピューターコンサルタント

介護・生活支援ロボット認証について

我が国における超高齢化社会の進展によって、加速化する介護ニーズが増大する一方で、
就業人口の減少など、介護を取り巻く環境についても刻々と変化しています。
介護を受ける側への自立支援、介護を提供する側の負担軽減をはかることが重要とな
ります。
自立支援、負担軽減の一助として、
「介護・生活支援ロボット」の活用は有効な手段
とされ、自治体や省庁でも多くの補助金や助成金で導入を後押ししています。
こうした背景を踏まえて、「介護・生活支援ロボット普及推進協議会」では、普及啓発の一助とすべく、安心・
安全・信頼のメルクマークとして、一定の基準を設け、さらにユーザー視点を加えた評価を行い、基準を超え
た機種について、
「介護・生活支援ロボット認証」を授与する認証制度を令和4年度より実施することと致しま
した。
介護・生活支援ロボット認証における基本的な理念
・上市段階において、介護・生活支援ロボットを提供する側が、必要なサービスや情報、相談体制、アフターフォ
ローなどの支援体制が確立していること。
・ハード面、ソフト面において安心・安全が保証されており、信頼に値すること。
・ノーマライゼーションの理念を有していること。
介護・生活支援ロボット認証制度について
介護・生活支援ロボット認証は、一次審査・二次審査の2段階で実施する。
介護・生活支援ロボット認証 評価審査方法について
○一次審査：提出された申請書類および個別ヒアリングにより、認証基準評価項目の審査を行う。
・共通項目
30点（＠２点×15）
・分類別項目
30点（＠２点×15）
○二次審査：モニター実施施設による実証を行い、現場の声により評価を行う。
・モニター実施施設の評価 40点（＠８点×５）
 100点満点で80％以上（80点以上）を認証基準とし、認証審査会により「介護・生活支援ロボッ
計
ト認証」を授与する。
※評価方法及び得点比率については変更の場合あり。
※更新審査は３年ごとに実施予定。
介護・生活支援ロボット認証 認証書等について
審査により決定した機器には、認証書を交付する。
認証機器は、介護・生活支援ロボット普及推進協議会ホームページ等にて公示を行う。
申請期間や認証基準評価項目等は、令和４年度第一上半期に公表を予定しています。
詳細についてもホームページ内で適時掲載して参りますのでご覧ください。
ご質問やご不明点は、下記までお問合せください。
【介護・生活支援ロボット認証についてのお問い合わせ】

〒231-0023 横浜市中区山下町23 日土地山下町ビル９階
公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 ロボット・ICT推進課
介護・生活支援ロボット普及推進協議会 事務局
Email:robot_ict@kanafuku.jp
TEL 045-662-9538
FAX 045-671-0295
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介護・生活支援ロボット普及推進協議会・活用研究会 活動記録

協議会

説明会

フォーラム
70

意見交換会

懇親会

講演

展示会

デモンストレーション
71

介護・生活支援ロボット普及推進協議会 設置要綱

（趣旨）
第１条 この要綱は、介護・生活支援ロボット普及推進協議会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるも
のとする。
（設置）
第２条 介護現場で生産性を高め、介護人材の確保育成を図る為の介護・生活支援ロボットの導入支援は今後もニー
ズが高まることが予想される。
 介護・生活支援ロボットの開発メーカー及び販売代理店による、開発や周知、販売における情報交換
や意見交換、介護事業者側とのマッチングなどを目的とした「介護・生活支援ロボット普及推進協議会」
以下、協議会を設立する。
（所掌事項）
第３条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
１ 介護・生活支援ロボットの普及に関すること
２ 介護・生活支援ロボットを活用した人材育成に関すること
３ 介護・生活支援ロボットの導入支援に関すること
４ その他必要な事項
（協議会委員及び会費について）
第４条 協議会は、委員で構成する。
２ 協議会への参加に際しての会費は以下の通りとする。尚、行政委員については、この限りではない。
正会員コース
16万円（正会員年会費12万円・協議会活動運営費４万円）
賛助会員コース 10万円（賛助会員年会費６万円・協議会活動運営費４万円）
正会員コース及び賛助会員コースに参加する場合は、当振興会の法人正会員及び法人賛助会員として入
会します。
３ 協議会への参加が前提の入会に際しては、正会員・賛助会員とも入会金を免除とする。
（協議会委員の任期）
第５条 委員の任期は、2022年３月31日までとする。
（委員長及び副委員長）
第６条 協議会に委員長を置く。
２ 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
４ 委員長は、必要があると認めるときは、付議事案に関係のあるものを協議会に出席させることができる。
（協議会の開催）
第７条 委員会は、必要に応じて委員長が召集する。
（付議手続）
第８条 委員は、所管事項について協議会に付議すべき事案があるときは、あらかじめ委員長に協議するもの
とする。
（庶務）
第９条 協議会の庶務は、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会において処理する。
（その他）
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附

則
この要綱は、2019年４月１日から施行する。
附 則
この要綱は、2020年４月１日から施行する。
附 則
この要綱は、2021年４月１日から施行する。
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介護・生活支援ロボット活用研究会 設置要綱

（趣旨）
第１条 この要綱は、介護・生活支援ロボット活用研究会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
（設置）
第２条 介護や福祉の現場では、人材の確保や育成、サービスの質の向上が重要な課題となっており、その対
応策の一環として、介護・生活支援ロボットの活用が一般化している。一方で、介護ロボットの開発メー
カー側、実際に介護・生活支援ロボットを活用する施設側におけるミスマッチが生じることが課題となっ
ている。その為には、両者への正しい情報提供が不可欠である。
 介護現場で生産性を高め、介護人材の確保育成を図る為の介護・生活支援ロボットの導入支援は今後もニー
ズが高まることが予想される。
 実際に介護・生活支援ロボットの導入や活用に関して、より良い事例収集や検討などを行う拠点とし
て参画する法人・事業所（拠点）によって構成される「介護・生活支援ロボット活用研究会」以下、研
究会を設立する。
（所掌事項）
第３条 研究会の所掌事項は、次のとおりとする。
１ 介護・生活支援ロボットの普及に関すること
２ 介護・生活支援ロボットの導入や活用に関しての事例の提供及び検討
３ 介護・生活支援ロボットの活用拠点
４ その他必要な事項
（研究会の構成）
第４条 研究会は、委員で構成し、別表に掲げるものとする。
（研究会委員の任期）
第５条 委員の任期は、2022年３月31日までとする。
（委員長及び副委員長）
第６条 研究会に委員長を置く。
２ 委員長は、研究会を代表し、会務を総理する。
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
４ 委員長は、必要があると認めるときは、付議事案に関係のあるものを研究会に出席させることができる。
（研究会の開催）
第７条 研究会は、必要に応じて委員長が召集する。
（付議手続）
第８条 委員は、所管事項について研究会に付議すべき事案があるときは、あらかじめ委員長に協議するもの
とする。
（庶務）
第９条 研究会の庶務は、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会において処理する。
（その他）
第10条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附

則
この要綱は、2019年４月１日から施行する。
附 則
この要綱は、2020年４月１日から施行する。
附 則
この要綱は、2021年４月１日から施行する。
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法人概要

名

称

所 在 地

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会
〒231-0023

横浜市中区山下町23番地 日土地山下町ビル９階

TEL：045-671-0294
FAX：045-671-0295
目

的 高齢者や障害者が心身の健康を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、
飼育福祉サービスの振興と質の向上を図るとともに、子育て支援を推進すること
により地域福祉の増進に寄与することを目的とする。

事業内容 （ 1 ）介護・福祉サービスに関する情報の提供
（ 2 ）介護・福祉サービス評価の推進
（ 3 ）介護・福祉に関する各種相談
（ 4 ）介護・福祉人材の確保及び育成
（ 5 ）介護・福祉に関する調査研究
（ 6 ）指定情報公表センターの業務
（ 7 ）指定調査機関の業務
（ 8 ）指定都道府県事務受託法人及び指定市町村事務受託法人にかかる業務
（ 9 ）高齢者及び障害者の社会参加並びに就労支援に関すること
（10）行政機関その他の関係団体との連携ならびに介護・福祉の振興施策等に関
する提言
（11）その他公益目的を達成するために必要な事業
設立許可年月日

平成24年４月１日
（平成9年３月31日に設立した社団法人から公益社団法人に移行）

規

模

職員数

常勤職員54名

令和2年度経常収益

558,944千円

会 員 数

227団体（正会員53、賛助会員140、県市町村会員34）

会 費 等

入会金

正会員5万円、賛助会員１万円、個人会員なし

会費（年額） 正会員12万円、賛助会員６万円、個人会員３千円
※但し、市民参加型団体は会費減額（１万円）規定あり
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